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3分32秒1 下山　静樹2105 ｼﾓﾔﾏ ｼｽﾞｷ 宇都宮3分35秒2 粟島　叶多2073 ｱﾜｼﾏ ｶﾅﾀ A.C.TOYAMA　Jr.3分41秒3 大類 康靖2099 ｵｵﾙｲ ﾔｽﾉﾌﾞ 桐生市立新里東3分44秒4 田口　優2104 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ3分44秒5 郷津　知哉2041 ｺﾞｵｽﾞ ﾄﾓﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ3分47秒6 岩井　陽祐2106 ｲﾜｲ ﾖｳｽｹ 野田ジュニア3分47秒7 間野 健太郎2100 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ チームＭＡＮＯ3分48秒8 森　龍希2004 ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 木島平小ｽｷｰ部3分49秒9 小宮山　達也2051 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 坂城JAC3分50秒10 三井　航志2023 ﾐﾂｲ ｺｳｼ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ3分54秒11 志水口　隆史2057 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ 下諏訪南小学校3分55秒12 丸山　拓真2025 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ3分55秒13 川島　翔太2048 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 会染小学校3分56秒14 田中　仁之輔2066 ﾀﾅｶ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ3分56秒15 荻原　築2043 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｽﾞｸ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ3分56秒16 柳沢　共輝2042 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ3分57秒17 村田　遼河2063 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｶﾞ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ3分59秒18 本間　悠太2008 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ 木島平小ｽｷｰ部3分59秒19 三井　悦志2024 ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ4分00秒20 田川　郁弥2081 ﾀｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ 山ノ内南小学校4分01秒21 糸氏　柊矢2011 ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ ｱﾗｸﾞﾗﾝﾃﾞFC4分03秒22 中村　愛斗2069 ﾅｶﾑﾗ 戸狩小学校4分04秒23 高相　幸世2075 ﾀｶｿｳ ｺｳｾｲ 山ノ内東小学校4分05秒24 畔上　大地2055 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山ノ内西小学校4分07秒25 那須野　寛生2053 ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 駒ヶ根中沢RC4分08秒26 下川　大輝2022 ｼﾓｶﾜ ﾀﾞｲｷ 白馬南小学校4分08秒27 青木　力杜2054 ｱｵｷ ﾘｷﾄ 山ノ内西小学校4分10秒28 遠山　茉拓2049 ﾄｵﾔﾏ ﾏﾋﾛ 大町北小学校4分11秒29 幾田　林太郎2037 ｲｸﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 小谷小学校4分12秒30 村上　智彦2074 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾋｺ A.C.TOYAMA　Jr.4分13秒31 桜井　祐馬2082 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 山ノ内南小学校4分14秒32 千野　竜河2062 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 飯山小学校4分15秒33 三原　舜矢2078 ﾐﾊﾗ ｼｭﾝﾔ 山ノ内東小学校4分17秒34 高橋　汰門2007 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾝ 木島平小ｽｷｰ部4分18秒35 古木　甫康2034 ﾌﾙｷ ﾓﾄﾔｽ 小谷小学校4分18秒36 蜜澤　実哲2061 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 池田小学校4分18秒37 塩原　壮彦2065 ｼｵﾊﾗ ﾀｹﾋｺ 塩尻東小学校4分18秒38 陣内　拳汰2045 ｼﾞﾝﾅｲ ｹﾝﾀ4分19秒39 森　光輝2019 ﾓﾘ ｺｳｷ 白馬南小学校4分19秒40 小山　慧2056 ｺﾔﾏ ｹｲ4分20秒41 井水　琢人2071 ｲﾐｽﾞ ﾀｸﾄ A.C.TOYAMA　Jr.4分20秒42 滝川　樹音2031 ﾀｷｶﾜ ｼﾞｭｵﾝ 小谷小学校4分22秒43 山田　駿平2047 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 城ヶ丘XC4分22秒44 山本　啓将2076 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 山ノ内東小学校4分23秒45 重房　玄紀2067 ｼｹﾞﾌｻ ｹﾞﾝｷ ｹﾞﾝｷﾀｲﾑ4分23秒46 中村　将也2102 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 坂城ＪＡＣ4分24秒47 小林　爽馬2015 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾏ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ4分24秒48 石川　侑希2068 ｲｼｶﾜ ﾕｳｷ かけっこｸﾗﾌﾞ4分25秒49 酒井　一2090 ｻｶｲ AC豊丘4分25秒50 栗原　竜一2052 ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁATHLETE-TAG by CHOPPER
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4分25秒51 湯本　晶大2013 ﾕﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ4分27秒52 山本　景2086 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 山ノ内南小学校4分27秒53 鹿住　郁吹2070 ｶｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 柏原小学校4分28秒54 田中　龍之介2021 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 白馬南小学校4分28秒55 二村　峻平2107 ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 明科かけっこクラブ4分29秒56 川久保　彬2088 ｶﾜｸﾎﾞ ｱｷﾗ 山ノ内南小学校4分29秒57 深澤　竜之介2038 ﾌｶｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 小谷小学校4分29秒58 淀　龍成2039 ﾖﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 小谷小学校4分31秒59 今田　優作2012 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｻｸ4分32秒60 北村　洸士郎2027 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 小谷小学校4分32秒61 中山　颯真2072 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ A.C.TOYAMA　Jr.4分34秒62 湯本　樹2003 ﾕﾓﾄ ﾀﾂｷ 木島平小ｽｷｰ部4分34秒63 石塚　翼2035 ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 小谷小学校4分34秒64 内田　玲穏2095 ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 腰越JSC4分34秒65 臼井　凪登2096 ｳｽｲ ﾅｷﾞﾄ 腰越JSC4分35秒66 山本　侑弥2010 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 木島平小ｽｷｰ部4分36秒67 新井　貫太2103 ｱﾗｲ ｶﾝﾀ4分36秒68 廣瀬　貴志2059 ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 裾花小学校4分36秒69 川久保　毅2083 ｶﾜｸﾎﾞ ﾀｹｼ 山ノ内南小学校4分38秒70 高木　哲也2001 ﾀｶｷﾞ ﾃﾂﾔ 木島平小ｽｷｰ部4分40秒71 西堀　皓雄2017 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾃﾙｵ4分41秒72 武田　大地2084 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 山ノ内南小学校4分42秒73 塩川　暉一朗2093 ｷｲﾁﾛｳ 腰越JSC4分42秒74 藤松　嶺2064 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾚｲ 五常小学校4分42秒75 伊藤　宏行2058 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 和田小学校4分44秒76 利部　勝2016 ﾄｼﾍﾞ ﾏｻﾙ 白馬南小学校4分44秒77 洞地　風和2040 ﾎﾗﾁﾞ ﾌｳﾜ 小谷小学校4分46秒78 鈴木　渉2020 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ4分47秒79 佐藤　聡太2085 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 山ノ内南小学校4分49秒80 村越　和也2032 ﾑﾗｺｼ ｶｽﾞﾔ 小谷小学校4分53秒81 占野　達也2050 ｼﾒﾉ ﾀﾂﾔ4分53秒82 太田　樹2036 ｵｵﾀ ﾀﾂｷ 小谷小学校4分53秒83 飯田　駆2029 ｲｲﾀﾞ ｶｹﾙ 小谷小学校4分55秒84 唐澤　拓実2091 ｶﾜｻﾜ AC豊丘4分56秒85 白鳥　寛汰2014 ｼﾛﾄﾘ ｶﾝﾀ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ4分57秒86 成沢　啓汰2060 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ4分57秒87 大舘 アンドレ2098 ｵｵﾀﾞﾃ ｱﾝﾄﾞﾚ5分00秒88 小林　俊介2009 ｺﾊﾞﾔｼ 木島平小ｽｷｰ部5分05秒89 湯本　幸耶2087 ﾕﾓﾄ ｺｳﾔ 山ノ内南小学校5分06秒90 丸山　翔大2046 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 城ヶ丘XC5分12秒91 瀧澤　佑太2005 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 木島平小ｽｷｰ部5分26秒92 見田　慎敬2028 ｹﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 小谷小学校5分30秒93 平田　恵都2033 ﾋﾗﾀ ｹｲﾄ 小谷小学校5分30秒94 只左　麗王2089 ﾀﾀﾞｻ ﾚｵﾝ 山ノ内南小学校5分31秒95 瀧澤　壮太2006 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 木島平小ｽｷｰ部5分32秒96 西澤　将馬2030 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 小谷小学校5分33秒97 矢口　裕仁2026 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 小谷小学校5分33秒98 石黒 琳久2097 ｲｼｸﾛ ﾘﾝｸ5分37秒99 松澤　功輝2044 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ5分50秒100 中村　英時2002 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｷ 木島平小ｽｷｰ部ATHLETE-TAG by CHOPPER
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5分51秒101 畠山 結人2101 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｲﾄ

ATHLETE-TAG by CHOPPER


