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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 1031 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校  0:09:44

2 1026 平野　天聖 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 長野県  0:09:50

3 1013 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小学校  0:10:03

4 1006 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小学校  0:10:25

5 1036 山本　蒼依 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 神奈川県  0:10:25

6 1002 五十嵐　倭 ｲｶﾗｼ ﾔﾏﾄ 新潟県  0:10:42

7 1024 日笠　大地 ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ 長野県 サム中央  0:11:04

8 1028 松岡　大治 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲﾁ 岐阜県  0:11:53

9 1029 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小  0:12:33

10 1004 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 伊藤ファミリ  0:12:41

11 1025 平尾　恵太郎 ﾋﾗｵ ｹｲﾀﾛｳ 三重県 南が丘小学校  0:13:04

12 1014 関　和真 ｾｷ ｶｽﾞﾏ 長野県 ウィングス  0:13:19

13 1001 阿部　歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 長野県 信州蕎麦山岳庵  0:13:50

14 1020 内藤　豪茂 ﾅｲﾄｳ ﾀｹｼｹﾞ 東京都  0:14:40

15 1030 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:15:26

16 1015 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県  0:15:38

17 1012 白石　愛南 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ 東京都  0:15:45
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1 1011 坂元　唯花 ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 長野県 辰野南小学校  0:09:04

2 1037 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:09:47

3 1009 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 小島家  0:10:44

4 1034 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:11:06

5 1008 神田　恵那 ｺｳﾀﾞ ｴﾅ 京都府  0:11:21

6 1007 小川　歩菜 ｵｶﾞﾜ ｱﾕﾅ 神奈川県  0:11:29

7 1033 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小学校  0:11:39

8 1032 森　美心 ﾓﾘ ﾐｺ 長野県 木島平小学校  0:11:53

9 1010 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 梅組会  0:12:33

10 1035 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:12:33

11 1023 長谷部　理美 ﾊｾﾍﾞ ﾘﾐ 神奈川県  0:12:52

12 1021 中村　心美 ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾐ 千葉県  0:13:32

13 1018 田村　渉峯 ﾀﾑﾗ ﾜﾐ 東京都  0:13:42

14 1005 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 伊藤ファミリ  0:14:42

15 1017 竹内　美里 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 長野県 木島平小学校  0:16:42

16 1027 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都  0:19:30
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1 1041 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小学校  0:08:22

2 1068 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:08:35

3 1066 森　禀桜 ﾓﾘ ﾘｵ 長野県 木島平小学校  0:08:36

4 1064 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:08:36

5 1042 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢ａ＆ａｃ  0:08:38

6 1043 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小学校  0:08:38

7 1048 小山　桜雅 ｺﾔﾏ ｵｳｶﾞ 長野県 梅組会  0:09:04

8 1049 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小学校  0:09:04

9 1040 大塚　舜介 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 あぐい陸上クラ  0:09:39

10 1047 小林　唯仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 長野県 木島平小学校  0:09:42

11 1070 鷲野　流冴 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 長野県 飯山小学校  0:09:52

12 1055 田村　泰頼 ﾀﾑﾗ ﾀｲﾗ 東京都  0:09:58

13 1051 相馬　太郎 ｿｳﾏ ﾀﾛｳ 静岡県  0:09:59

14 1060 平野　月 ﾋﾗﾉ ﾗｲﾄ 長野県  0:10:31

15 1045 神田　氷色 ｺｳﾀﾞ ﾋｲﾛ 京都府  0:10:33

16 1056 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:10:54

17 1069 横沢　海渡 ﾖｺｻﾜ ｶｲﾄ 東京都 完全燃焼  0:10:54

18 1062 松岡　空 ﾏﾂｵｶ ｿﾗ 岐阜県  0:10:59

19 1053 竹前　海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 日滝  0:11:02

20 1044 木内　暢浩 ｷｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県 常盤小学校  0:11:05

21 1065 村田　龍和 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳﾜ 東京都  0:11:06

22 1072 渡辺　幸敬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾀｶ 長野県 飯山小  0:12:15

23 1039 大塚　健登 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾄ 神奈川県 片瀬小学校  0:12:30

24 1058 長谷部　龍明 ﾊｾﾍﾞ ﾘｭｳﾒｲ 神奈川県  0:13:05

25 1057 信澤　圭慶 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 ㈱信澤組  0:13:06
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1 1067 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小学校  0:09:10

2 1046 小島　こころ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 長野県 小島家  0:09:35

3 1054 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:09:45

4 1059 平尾　香乃 ﾋﾗｵ ｶﾉ 三重県 南が丘小学校  0:11:40

5 1071 渡邊　莉予 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾘﾖ 東京都  0:12:11

6 1061 前島　早希 ﾏｴｼﾞﾏ ｻｷ 茨城県  0:17:38

7 1050 関　優那 ｾｷ ﾕｳﾅ 長野県 ウィングス  0:18:37
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1 1073 赤地　万理 ｱｶﾁ ﾊﾞﾝﾘ 茨城県  0:07:50

2 1099 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内町西小学  0:08:22

3 1101 三浦　快介 ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 長野県 清水小学校  0:08:39

4 1078 小川　春翔 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 神奈川県  0:08:43

5 1077 岡田　瑞樹 ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 長野県 飯山小学校  0:08:45

6 1100 松岡　大洋 ﾏﾂｵｶ ﾀｲﾖｳ 岐阜県  0:09:05

7 1094 田邉　斎笹 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｻ 新潟県 妙高小学校  0:09:19

8 1093 田中　伯玖 ﾀﾅｶ ﾊｸ 長野県  0:09:29

9 1103 山川　伶欧 ﾔﾏｶﾜ ﾚｵ 新潟県 妙高小  0:09:47

10 1092 竹前　星那 ﾀｹﾏｴ ｾｲﾅ 長野県 日滝  0:09:48

11 1074 飯島　大地 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 長野県 チーム　飯  0:10:23

12 1105 吉田　知弘 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 滋賀県  0:10:35

13 1075 池田　航 ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ 長野県 平野小学校  0:10:39

14 1095 手塚　雄大 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 新潟県 妙高小学校  0:10:58

15 1076 伊藤　駿海 ｲﾄｳ ｽｶｲ 新潟県 伊藤ファミリ  0:11:02
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1 1091 竹内　美琴 ﾀｹｳﾁ ﾐｺﾄ 長野県 木島平小学校  0:08:19

2 1090 高橋　夢果 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 長野県 木島平小学校  0:08:31

3 1085 坂元　夏希 ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 長野県 辰野南小学校  0:08:53

4 1098 日笠　遥 ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ 長野県 サム中央  0:08:53

5 1084 小林　凜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 長野県 木島平小学校  0:09:10

6 1086 佐藤　彩波 ｻﾄｳ ｻﾅ 長野県  0:09:14

7 1079 小野塚　優月 ｵﾉﾂﾞｶ ﾕﾂﾞｷ 新潟県 津南小学校  0:09:29

8 1082 木内　優花 ｷｳﾁ ﾕｳｶ 長野県 常盤小学校  0:09:34

9 1104 山本　愛華 ﾔﾏﾓﾄ ｱｲｶ 長野県 木島小学校  0:09:42

10 1087 相馬　若葉 ｿｳﾏ ﾜｶﾊﾞ 静岡県  0:10:28

11 1081 川久保　涼美 ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ 長野県 戸狩小学校  0:10:45

12 1102 室井　美咲 ﾑﾛｲ ﾐｻｷ 新潟県 妙高小学校  0:11:07

13 1097 中村　美桜 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ 千葉県  0:11:08
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