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4分09秒1 柄沢　智哉1034 ｶﾗｻﾜ ﾄﾓﾔ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ4分19秒2 中村　航大1027 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小谷小学校4分21秒3 宮下　隼輔1043 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ4分33秒4 丸山　翔平1013 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ4分35秒5 栗林　侑希1002 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 木島平小ｽｷｰ部4分35秒6 嘉部　竜一1005 ｶﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 木島平小ｽｷｰ部4分36秒7 小松　廣務1003 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾑ 木島平小ｽｷｰ部4分37秒8 祢津　利空1001 ﾈﾂ ﾘｸｳ 木島平小ｽｷｰ部4分38秒9 三浦 慶人1069 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ4分39秒10 小林　瑠斗1008 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ4分40秒11 太田　敦也1024 ｵｵﾀ ｱﾂﾔ 小谷小学校4分42秒12 越　陽汰1014 ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ4分45秒13 小野沢　泰雅　1042 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 山ノ内町西小学校4分46秒14 川上　智也1075 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ かけっこ競技クラブ4分46秒15 竹内 海七太1070 ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾀ 小諸ＪＥＣ4分47秒16 藤原　想也1076 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 明科かけっこクラブ4分48秒17 岡村　康太1012 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ4分48秒18 内田　飛河1066 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越JSC4分49秒19 横川　穣羽1052 ﾖｺｶﾜ ｼﾞｮｳ4分53秒20 千国　颯哉1026 ﾁｸﾆ ｿｳﾔ 小谷小学校4分54秒21 畔上　優希1067 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾕｳｷ 山ノ内西小学校4分54秒22 土赤　本気1064 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越JSC4分54秒23 西村　優輝哉1055 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾔ 山ノ内東小学校4分55秒24 柴　和希1044 ｼﾊﾞ ｶｽﾞｷ4分57秒25 宮島　温史1035 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾂｼ4分57秒26 唐木　岳大1074 ｶﾗｷ ﾀｹﾋﾛ5分01秒27 村田　凱飛1048 ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ5分01秒28 石原　洋斗1032 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ5分06秒29 佐藤　柊1004 ｻﾄｳ ｼｭｳ 木島平小ｽｷｰ部5分08秒30 山本　晃輝1056 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山ノ内東小学校5分10秒31 小渕　孝太1040 ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾀ 山ノ内西小学校5分10秒32 木下　陽晴1063 ｷﾉｼﾀ AC豊丘5分10秒33 戸谷　駿介1028 ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 小谷小学校5分10秒34 岩崎　駿1036 ｲﾜｻｷ ｼｭﾝ5分12秒35 新井　大悟1073 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｺﾞ5分14秒36 重房　桜介1053 ｼｹﾞﾌｻ ｵｳｽｹ おかぼっ子5分15秒37 宮澤　竜樹1018 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 小谷小学校5分15秒38 永井　光紀1033 ﾅｶﾞｲ ｺｳｷ ﾓﾝﾓﾝ5分16秒39 斉藤　卓哉1031 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 城ヶ丘XC5分16秒40 富澤　歩輝1061 ﾄﾐｻﾞﾜ ｱﾕｷ まつだい走ろう会5分17秒41 今井　椋芽1023 ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 小谷小学校5分19秒42 笠原　将1057 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ 山ノ内東小学校5分20秒43 西澤　来波1011 ﾆｼｻﾞﾜ ﾗﾅｲ 白馬南小学校5分21秒44 石川　成亜1054 ｲｼｶﾜ ﾅﾘｱ かけっこｸﾗﾌﾞ5分24秒45 平山　雄大1030 ﾋﾗﾔﾏ ﾕｳﾀ5分27秒46 利部　旬悟1009 ﾄｼﾍﾞ ｼｭﾝｺﾞ 白馬南小学校5分27秒47 小松　陽1007 ｺﾏﾂ ﾊﾙ 木島平小ｽｷｰ部5分29秒48 轟 光雅1071 ﾄﾄﾞﾛｷ ｺｳｶﾞ5分29秒49 藤巻　丞太郎1037 ﾌｼﾞﾏｷ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 真人小学校5分29秒50 目時　冬羽1029 ﾒﾄｷ ﾄﾜ 小谷小学校ATHLETE-TAG by CHOPPER
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5分31秒51 山本　隼平1062 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山ノ内南小学校5分32秒52 松沢　柊希1010 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳｷ 白馬南小学校5分36秒53 御池　蓮二1051 ｵｲｹ ﾚﾝｼﾞ5分37秒54 長田　光広1041 ｵｻﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 白馬南小学校5分40秒55 高橋　明流1006 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｭｳ 木島平小ｽｷｰ部5分40秒56 西村　龍起1060 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｷ 山ノ内東小学校5分41秒57 洞地　流雲1021 ﾎﾗﾁﾞ ﾙｳﾝ 小谷小学校5分50秒58 御池　虎太朗1050 ﾐｲｹ5分53秒59 角田　悠1046 ｶｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 高丘小学校5分53秒60 猪股　陸1015 ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 小谷小学校5分53秒61 矢口　昂太1020 ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀ 小谷小学校5分54秒62 坂井　健太郎1039 ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 戸倉小学校5分56秒63 畠山 明輝1072 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾗ6分00秒64 平田　悠理1022 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾘ 小谷小学校6分01秒65 三好　勇輝1045 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ6分05秒66 川辺　一太1059 ｶﾜﾍﾞ ｲｯﾀ 山ノ内東小学校6分14秒67 鈴木　寛太1017 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 小谷小学校6分19秒68 矢口　翔稀1016 ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 小谷小学校6分28秒69 藤巻　薫成1038 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｾｲ 東小千谷小学校
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