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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 2008 鈴木　士愛 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 長野県 木島平小  0:09:36

2 2021 小川　哲平 ｵｶﾞﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県  0:09:45

3 2004 小島　善 ｺｼﾞﾏ ｾﾞﾝ 長野県 飯山小  0:10:29

4 2011 竹田　潤也 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 新潟県 小猿屋小学校  0:10:29

5 2002 伊藤　空智 ｲﾄｳ ｿﾗﾁ 新潟県 伊藤ファミリー  0:10:48

6 2017 山崎　青嶺 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵﾈ 東京都  0:11:00

7 2009 関　和真 ｾｷ ｶｽﾞﾏ 長野県 南部小学校  0:11:33

8 2005 斉藤　圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 新潟県 新井北小学校  0:11:56

9 2014 藤田　伊織 ﾌｼﾞﾀ ｲｵﾘ 長野県 浅川小学校  0:12:10

10 2092 北澤　信 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 長野県 北信ファーム  0:12:32

11 2007 佐藤　柾 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 長野県  0:12:45

12 2006 斉藤　大晟 ｻｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 滋賀県  0:12:57

13 2003 岡村　優 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都  0:12:59

14 2015 藤田　翔太郎 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都  0:13:45

15 2016 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野県 小谷小学校  0:13:53

16 2010 瀬ノ口　尚衛 ｾﾉｸﾁ ｼｮｳｴｲ 新潟県 ＫＴＦ　Ｊｒ  0:14:02

17 2001 阿部　歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 長野県 信州・山岳庵  0:14:14
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1 2030 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 長野県 木島平小学校  0:10:20

2 2019 上杉　咲希 ｳｴｽｷﾞ ｻｷ 石川県  0:11:33

3 2018 伊藤　乃愛 ｲﾄｳ ﾉｱ 新潟県 伊藤ファミリー  0:12:07

4 2029 松澤　美里 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 長野県 小谷小学校  0:13:08

5 2026 船木　爽羽 ﾌﾅｷ ｻﾜ 秋田県 山人楽師  0:13:15

6 2022 荻原　満円 ｵｷﾞﾊﾗ ﾐﾏﾙ 新潟県  0:14:02

7 2023 長田　夏希 ｵｻﾀﾞ ﾅﾂｷ 神奈川県  0:14:49

8 2028 増田　楓 ﾏｽﾀﾞ ﾌｳ 東京都 豊玉東小  0:15:41

9 2024 信澤　侑希 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾕｷ 群馬県 株式会社信澤組  0:17:53

10 2020 大野　桧菜子 ｵｵﾉ ﾋﾅｺ 東京都 大野家  0:18:59
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1 2033 江川　竜都 ｴｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 栃木県 塩野室ＲＣ  0:08:37

2 2046 宮腰　陽 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新潟県 新井中央小学校  0:08:38

3 2035 岡田　大翔 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ 新潟県 新井中央小学校  0:08:41

4 2045 三橋　大翔 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 長野県 木島平小学校  0:09:12

5 2047 八井澤　陽斗 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野県 木島小学校  0:09:44

6 2038 清水　真暉 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ 長野県 中野小学校  0:09:49

7 2034 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 長野県 飯山小  0:09:57

8 2044 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 長野県 白馬北小  0:10:03

9 2032 上杉　勇輝 ｳｴｽｷﾞ ﾕｳｷ 石川県  0:10:04

10 2039 竹前　海 ﾀｹﾏｴ ｶｲ 長野県 日滝  0:10:11

11 2037 小堺　陽日 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:10:22

12 2042 信澤　圭慶 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:11:15

13 2031 雨宮　慶太 ｱﾒﾐﾔ ｹｲﾀ 石川県 美川ＦＣ  0:11:15

14 2041 西田　弘道 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 群馬県  0:11:27

15 2048 山崎　光太 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾀ 神奈川県  0:11:57
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1 2062 山本　萌華 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 長野県 木島小学校  0:08:47

2 2055 田邉　咲花 ﾀﾅﾍﾞ ｻﾅ 新潟県 妙高小学校  0:09:18

3 2051 小島　ひより ｺｼﾞﾏ ﾋﾖﾘ 長野県 飯山小  0:09:40

4 2058 牧田　鈴葉 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ 新潟県 まつだいＣＳＣ  0:09:53

5 2052 小山　彰菜 ｺﾔﾏ ｱｷﾅ 長野県 飯山小  0:10:37

6 2059 山崎　詩由衣 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭｲ 長野県 木島平小  0:10:42

7 2053 酒井　郁実 ｻｶｲ ｲｸﾐ 長野県 青木島小学校  0:11:35

8 2056 初雁　優 ﾊﾂｶﾘ ﾕｳ 東京都  0:11:57

9 2054 白石　愛南 ｼﾗｲｼ ﾏﾅ 東京都  0:12:15

10 2061 山田　優奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾅ 長野県 飯山小  0:12:38

11 2050 大森　夏姫 ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ 東京都  0:12:55
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1 2080 堀米　結丸 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 長野県 山ノ内西小  0:08:00

2 2064 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 長野県 飯山小  0:08:06

3 2085 山田　梨人 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 長野県 木島平小学校  0:08:09

4 2077 フェニック　海 ﾌｪﾆｯｸ ｶｲ 東京都  0:08:11

5 2086 湯本　眞生 ﾕﾓﾄ ﾏｲｸ 長野県 木島平小学校  0:08:16

6 2070 清水　音輝 ｼﾐｽﾞ ｵﾄｷ 長野県 中野小学校  0:08:19

7 2067 川久保　力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 長野県 戸狩小学校  0:08:21

8 2066 加藤　大雅 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野県 軽井沢Ａ＆ＡＣ  0:08:23

9 2072 須田　愛佑 ｽﾀﾞ ｱｲｽｹ 長野県 山ノ内西小学校  0:08:37

10 2071 鈴木　聖永 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 長野県 木島平小  0:08:52

11 2074 畑山　俊陽 ﾊﾀﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 新潟県  0:08:54

12 2081 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 長野県 小谷小学校  0:09:02

13 2068 小山　桜雅 ｺﾔﾏ ｵｳｶﾞ 長野県 飯山小  0:09:41

14 2075 馬場　就也 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳﾔ 東京都  0:09:43

15 2083 山川　伶欧 ﾔﾏｶﾜ ﾚｵ 新潟県 妙高小  0:10:03

16 2069 斉藤　伊吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 新潟県 新井北小学校  0:10:09

17 2065 岡田　幸也 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾔ 新潟県 妙高高原南小  0:10:33

18 2073 手塚　大地 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 新潟県 妙高小学校  0:10:41

19 2078 船木　快斗 ﾌﾅｷ ｶｲﾄ 秋田県 山人楽師  0:12:18
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1 2091 山崎　吏桜 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 長野県 木島平小  0:08:11

2 2087 青木　佑月 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 長野県 山ノ内西小学校  0:09:37

3 2090 信澤　瑠俐 ﾉﾌﾞｻﾜ ﾙﾘ 群馬県 株式会社信澤組  0:11:55

4 2089 関　優那 ｾｷ ﾕｳﾅ 長野県 南部小学校  0:14:30

DNF 2088 小島　こころ ｺｼﾞﾏ ｺｺﾛ 長野県 飯山小
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