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5分02秒1 小林　海仁3018 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分02秒2 大澤　智樹3045 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 駒ヶ根中沢RC5分11秒3 相ノ谷　圭悟3035 ｱｲﾉﾔ ｹｲｺﾞ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ5分13秒4 孝田 拓海3103 ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ5分14秒5 高木　航志3092 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 腰越JSC5分17秒6 市川　楓3095 ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 腰越JSC5分17秒7 真島　雅季3053 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川小学校5分18秒8 吉田　舜基3070 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｷ A.C.TOYAMA　Jr.5分19秒9 大月　海世3032 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ5分19秒10 嶋崎 渉3102 ｼﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 野田ジュニア5分20秒11 宮崎　航3069 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳ A.C.TOYAMA　Jr.5分22秒12 杉田 大和3096 ｽｷﾞﾀ ﾔﾏﾄ 豊南倶楽部5分24秒13 中村　祐太3105 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城ＪＡＣ5分24秒14 丸山　幸輝3019 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分27秒15 根井　勇哉3060 ﾈﾉｲ ﾕｳﾔ たちばなR.C5分27秒16 榎本　大倭3065 ｴﾉﾓﾄ ﾔﾏﾄ A.CﾄﾔﾏJｒ5分28秒17 満澤　辰祥3049 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 駒ヶ根中沢RC5分29秒18 近野　純一朗3034 ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 野田Jr5分29秒19 小山　諒3112 ｺﾔﾏ ﾘｮｳ 野田ジュニア5分30秒20 西澤　廣3007 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳ おたりのほし5分30秒21 日影　優哉3071 ﾋｶｹﾞ ﾕｳﾔ A.C.TOYAMA　Jr.5分32秒22 木田　元春3041 ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃ｳｨﾝｸﾞ5分33秒23 丸茂　隆哉3039 ﾏﾙﾓ ﾘｭｳﾔ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ5分34秒24 西村 剛輝3104 ﾆｼﾑﾗ ｺﾞｳｷ 野田Ｊｒ．陸上5分34秒25 広川　諒3068 ﾋﾛｶﾜ ﾘｮｳ A.C.TOYAMA　Jr.5分35秒26 浅水　丈拓3033 ｱｻﾐｽﾞ ﾀｹﾋﾛ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ5分36秒27 中村　怜輝3091 ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 腰越JSC5分37秒28 竹村　吉晃3050 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根中沢RC5分37秒29 渡辺　万葉3001 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾊ 木島平小ｽｷｰ部5分37秒30 栢下　諒3063 ｶﾔｼﾀ ﾏｺﾄ ｱﾍﾞﾍﾞ駅伝ｸﾗﾌﾞ5分40秒31 横山　武史3017 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 白馬南小学校5分41秒32 石田　虎太郎3008 ｲｼﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 虎龍5分41秒33 宮田　共也3002 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 木島平小ｽｷｰ部5分42秒34 笠原　陸3078 ｶｻﾊﾗ ﾘｸ 山ノ内東小学校5分42秒35 笹沢　健司3093 ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 腰越JSC5分42秒36 山上　淳3094 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 腰越JSC5分43秒37 松木　与市3020 ﾏﾂｷ ﾖｲﾁ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ5分43秒38 富山　昂太3047 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ5分44秒39 加藤　匠3037 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 信大附属松本小学校5分44秒40 春日　駿輝3046 ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｷ 駒ヶ根中沢RC5分46秒41 庄司　順朋3042 ｼｮｳｼﾞ ﾖﾘﾄﾓ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ5分48秒42 山本　雄陽3003 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ 木島平小ｽｷｰ部5分49秒43 黒田　啓之3106 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ5分51秒44 千国　友彦3031 ﾁｸﾆ ﾄﾓﾋｺ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ5分52秒45 今井　一紘3110 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾋﾛ おぢやファイトクラブ5分55秒46 太島　綾志3030 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 城ヶ丘XC5分55秒47 林　亮輔3058 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大町北小学校5分56秒48 小林　賢佑3038 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾕｳ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ5分58秒49 柳　旺志3084 ﾔﾅｷﾞ ｵｳｼ まつだい走ろう会5分58秒50 宮島　優希3043 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷATHLETE-TAG by CHOPPER
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6分02秒51 渡辺　賢志3055 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 山ノ内西小学校6分04秒52 渡辺　柊太朗3029 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 城ヶ丘XC6分04秒53 佐伯　篤史3067 ｻｴｷ ｱﾂｼ A.C.TOYAMA　Jr.6分05秒54 畔上　晃3081 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾋｶﾙ 山ノ内東小学校6分05秒55 田地野　尚人3107 ﾀｼﾞﾉ ﾅｵﾄ 妙高小スキー部6分06秒56 篠崎　仁志3016 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾄｼ 白馬南小学校6分07秒57 岡田　稜3048 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 駒ヶ根中沢RC6分08秒58 杉崎　哲斗3054 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾃﾂﾄ6分09秒59 森　直哉3036 ﾓﾘ ﾅｵﾔ 坂城JAC6分10秒60 加藤　遼真3113 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾏ6分11秒61 廣井　楓也3111 ﾋﾛｲ ﾌｳﾔ おぢやファイトクラブ6分11秒62 高木　優人3006 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ 木島平小ｽｷｰ部6分11秒63 岩下　聖3077 ｲﾜｼﾀ ﾋｼﾞﾘ 山ノ内東小学校6分13秒64 柳　歩夢3083 ﾔﾅｷﾞ ｱﾕﾑ まつだい走ろう会6分14秒65 山本　勇悟3090 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 山ノ内南小学校6分15秒66 諸山 光3098 ﾓﾛﾔﾏ ﾋｶﾙ 小諸ＪＥＣ6分16秒67 板敷　祐斗3114 ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ6分17秒68 竹村　泰河3015 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬南小学校6分18秒69 蝦名　李音3062 ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ6分20秒70 長沢　匠吾3014 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 白馬南小学校6分23秒71 土屋　優介3004 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 木島平小ｽｷｰ部6分27秒72 中山　大暉3087 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 山ノ内南小学校6分29秒73 廣井　葵生3108 ﾋﾛｲ ｱｵｲ おぢやファイトクラブ6分30秒74 宮崎　巧巳3075 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 山ノ内東小学校6分33秒75 千野　泰河3059 ﾁﾉ ﾀｲｶﾞ 飯山小学校6分34秒76 栗林　和希3005 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 木島平小ｽｷｰ部6分35秒77 武田　直樹3089 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 山ノ内南小学校6分35秒78 石塚　翔大3024 ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 小谷小学校6分38秒79 郷　翔一朗3109 ｺﾞｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ おぢやファイトクラブ6分39秒80 北村　健士郎3025 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 小谷小学校6分42秒81 尾身　和樹3026 ｵﾐ ｶｽﾞｷ 城ヶ丘XC6分46秒82 老本 心3099 ｵｲﾓﾄ ｺｺﾛ 富山市呉羽小6分46秒83 宮崎　雄也3074 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾔ 山ノ内東小学校6分47秒84 重房　映杜3064 ｼｹﾞﾌｻ ｴｲﾄ ｴｲﾄﾏﾝ6分48秒85 町田　大樹3086 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 山ノ内南小学校6分50秒86 佐藤　楓3082 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ まつだい走ろう会6分51秒87 松村　恵吾3052 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｺﾞ 富士里小学校6分54秒88 松沢　渓太3013 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾀ 白馬南小学校6分55秒89 近藤　雅明3080 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 山ノ内東小学校6分55秒90 大滝　一輝3056 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪南小学校6分56秒91 湯本　貫太3010 ﾕﾓﾄ ｶﾝﾀ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ6分56秒92 関口　岳大3027 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 城ヶ丘XC6分58秒93 庭野　浩暉3028 ﾆﾜﾉ ｺｳｷ 城ヶ丘XC7分01秒94 長田　幸大3011 ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ7分01秒95 鹿住　朝陽3066 ｶｽﾞﾐ ｱｻﾋ7分03秒96 牧田　湧斗3085 ﾏｷﾀ ﾕｳﾄ まつだい走ろう会7分03秒97 猪股　優3021 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳ 小谷小学校7分04秒98 山崎 駿次3101 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 五加小学校7分04秒99 猪又　二千翔3022 ｲﾉﾏﾀ ﾆﾁｶ 小谷小学校7分04秒100 大辻 陸人3097 ｵｵﾂｼﾞ ﾘｸﾄ ＳＴＳATHLETE-TAG by CHOPPER
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7分06秒101 小澤 史門3100 ｵｻﾞﾜ ｼﾓﾝ7分06秒102 占野　紘希3040 ｼﾒﾉ ｺｳｷ7分18秒103 山戸　晶太3088 ﾔﾏﾄ ｼｮｳﾀ 山ノ内南小学校7分22秒104 篠﨑　元太3012 ｼﾉｻﾞｷ ｹﾞﾝﾀ 白馬南小学校7分25秒105 廣瀬　久志3057 ﾋﾛｾ ﾋｻｼ 裾花小学校7分30秒106 渡辺　大靖3009 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ7分35秒107 小穴　凌万3044 ｵｱﾅ ﾘｮｳﾏ7分47秒108 内田　綸太郎3051 ｳﾁﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山ノ内北小学校7分48秒109 菱田　悠馬3061 ﾋｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 野村小学校8分02秒110 小野澤　平3072 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲﾗ 山ノ内東小学校8分08秒111 太田　康介3023 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 小谷小学校
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