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総合
順位

ゼッケン 氏名漢字 氏名ｶﾅ 都道府県 所属
ゴール
タイム

1 3109 小島　善 ｺｼﾞﾏ ｾﾞﾝ 長野県 飯山小学校  0:09:23

2 802 円井　彰梧 ﾏﾙｲ ｼｮｳｺﾞ 石川県 伏見台小学校  0:09:40

3 801 円井　絢梧 ﾏﾙｲ ｹﾝｺﾞ 石川県 伏見台小学校  0:09:49

4 3114 下田　岳 ｼﾓﾀﾞ ｶﾞｸ 静岡県 長泉町立南小  0:10:18

5 3118 名古路　拓真 ﾅｺｼﾞ ﾀｸﾏ 埼玉県 ＢＤＰ  0:10:20

6 3116 中村　珀那 ﾅｶﾑﾗ ﾊｸﾅ 長野県 ＦＤＢ  0:10:21

7 3111 斉藤　圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小学校  0:10:29

8 3124 室﨑　大直 ﾑﾛｻｷ ﾀﾞｲﾁ 富山県 むろーず  0:10:37

9 3117 名古路　進吾 ﾅｺｼﾞ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 ＢＤＰ  0:10:45

10 3103 石川　千歳 ｲｼｶﾜ ﾁﾄｾ 東京都  0:10:48

11 3113 清水　稜揮 ｼﾐｽﾞ ｲｽﾞｷ 長野県 中野小学校  0:11:00

12 3106 岡田　悠翔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:11:02

13 3105 大貫　舜 ｵｵﾇｷ ｼｭﾝ 群馬県 鳥之郷小学校  0:11:35

14 3108 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:11:38

15 3115 千葉　大雅 ﾁﾊﾞ ﾀｲｶﾞ 東京都  0:11:39

16 3119 西田　峻吾 ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ 東京都  0:11:41

17 3121 藤田　翔太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都  0:11:50

18 3104 磯部　太一 ｲｿﾍﾞ ﾀｲﾁ 静岡県  0:11:51

19 3126 山本　湧心 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 長野県  0:12:03

20 3110 小杉　昌平 ｺｽｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 石川畳店  0:12:08

21 3107 岡村　優 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都  0:12:08

22 3206 坂口　英士 ｻｶｸﾞﾁ ｴｲﾄ 大阪府  0:12:11

23 3127 横沢　空翔 ﾖｺｻﾜ ｿﾗﾄ 東京都 横沢家族  0:12:43

24 3122 本間　旭 ﾎﾝﾏ ｱｻﾋ 新潟県  0:12:54

25 3102 石川　笑吉 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｷﾁ 三重県 石川畳店  0:13:07

26 3125 望月　勇希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 愛知県  0:14:21

27 3112 佐藤　大誠 ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 東京都  0:17:12
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1 803 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:09:40

2 3204 服部　心咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 長野県  0:10:40

3 3134 田辺　心美 ﾀﾅﾍﾞ ｺｺﾐ 東京都  0:11:48

4 3135 辻　日向 ﾂｼﾞ ﾋﾅﾀ 愛知県 ｓｅｋｅｙ｀ｓ  0:11:59

5 3128 入江　麻央 ｲﾘｴ ﾏｵ 埼玉県 岩瀬小学校  0:12:44

6 3130 長田　夏希 ｵｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 神奈川県  0:12:55

7 3129 大野　桧菜子 ｵｵﾉ ﾋﾅｺ 東京都 りお＆ひなこ  0:19:11
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1 3144 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:08:03

2 3157 高橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県  0:08:35

3 3143 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:08:39

4 3149 黒岩　官九郎 ｸﾛｲﾜ ｶﾝｸﾛｳ 群馬県 嬬恋村立西部小  0:08:42

5 3203 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 長野県  0:09:04

6 3153 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:09:10

7 3162 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:09:21

8 3147 金井　珀人 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 長野県 山ノ内西小  0:09:24

9 3152 柴田　耀 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳ 東京都 大野田小学校  0:09:35

10 3207 出口　湊斗 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐﾅﾄ 三重県  0:09:40

11 3164 山本　生吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 長野県 木島平小学校  0:09:44

12 3138 石川　大吉 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷﾁ 三重県 （有）石川畳店  0:09:44

13 3141 大貫　廉 ｵｵﾇｷ ﾚﾝ 群馬県 鳥之郷小学校  0:09:50

14 3148 川端　應佑 ｶﾜﾊﾞﾀ ｵｳｽｹ 群馬県  0:09:59

15 3160 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小、  0:10:05

16 3140 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 伊藤ファミリー  0:10:06

17 3165 横沢　岳登 ﾖｺｻﾜ ｶﾞｸﾄ 東京都 横沢家族  0:10:30

18 3158 内藤　豪茂 ﾅｲﾄｳ ﾀｹｼｹﾞ 東京都  0:10:54

19 3163 山崎　光太 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ 神奈川県  0:10:55

20 3154 霜鳥　一綺 ｼﾓﾄﾘ ｲﾂｷ 新潟県 妙高小  0:11:26

21 3139 一條　耕太郎 ｲﾁｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 富谷小学校  0:11:27

22 3150 高坂　立 ｺｳｻｶ ﾀﾁ 富山県 こどモンタテ  0:12:00

23 3161 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:12:05

24 804 滝下　夏葵 ﾀｷｼﾀ ﾅﾂｷ 神奈川県 相模原市緑台小  0:12:09

25 3156 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:12:52

26 3146 長部　恭稀 ｵｻﾍﾞ ﾐﾂｷ 東京都  0:16:19
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1 805 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:08:46

2 3176 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:09:13

3 3168 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 飯山小学校  0:09:13

4 3169 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小  0:09:49

5 3167 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 伊藤ファミリー  0:10:06

6 3177 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県  0:11:04

7 3171 白石　愛南 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ 東京都  0:11:36

8 3173 名古路　理乃 ﾅｺｼﾞ ﾘﾉ 埼玉県 ＢＤＰ  0:12:03

9 3174 鮒田　遥 ﾌﾅﾀﾞ ﾊﾙｶ 東京都 立教女学院  0:12:05

10 3175 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都  0:12:29

11 3166 石川　鈴子 ｲｼｶﾜ ｽｽﾞｺ 東京都  0:12:48

12 3211 田村　渡峯 ﾀﾑﾗ ﾜﾐ 東京都  0:12:52
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1 3181 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢Ａ＆ＡＣ  0:07:50

2 3178 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:08:15

3 3182 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小学校  0:08:51

4 3191 横沢　海渡 ﾖｺｻﾜ ｶｲﾄ 東京都 横沢家族  0:09:01

5 3188 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小  0:09:08

6 3183 斉藤　伊吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 新潟県 新井北小学校  0:09:11

7 3186 鮒田　慈治 ﾌﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 東京都 立教小学校  0:09:36

8 3179 岡田　幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小学  0:09:43

9 807 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:09:47

10 3180 長部　恭颯 ｵｻﾍﾞ ﾂｶｻ 東京都  0:10:19

11 806 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:10:19

12 3184 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:10:37

13 3187 本間　響 ﾎﾝﾏ ﾋﾋﾞｷ 新潟県  0:10:47

14 808 八嶋　龍之介 ﾔｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都 緑小学校  0:11:04

15 3189 室﨑　大周 ﾑﾛｻｷ ﾀｲｼｭｳ 富山県 むろーず  0:11:12

16 3185 信澤　圭慶 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:11:26
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1 3198 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:08:54

2 3193 小島　こころ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 長野県 飯山小学校  0:09:06

3 809 牧田　鈴葉 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:09:16

4 3202 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 長野県  0:09:24

5 3197 高橋　幸由実 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 長野県  0:09:29

6 3194 小杉　陽香 ｺｽｷﾞ ﾊﾙｶ 愛知県 チーム石川畳店  0:09:57

7 3195 柴田　果音 ｼﾊﾞﾀ ｶﾉﾝ 東京都 大野田小学校  0:10:33

8 3192 岡野　桃花 ｵｶﾉ ﾓﾓｶ 茨城県  0:10:57

9 3199 信澤　瑠俐 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾙﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:11:24

10 3200 前島　早希 ﾏｴｼﾞﾏ ｻｷ 茨城県  0:12:22
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