
順位 No. チーム名 1区走者 2区走者 3区走者 4区走者 記録
1 1 腰越＆川中島連合 越 陽汰 菊地 洸希 内田 飛河 宮本 蘭々 21分49秒
2 10 浅科スピードドラゴンズ 小林 哲郎 明治 愛奈 北原 翔太 原 惇也 23分51秒
3 24 駒ヶ根中沢RC 椎名 一郎 田中 利奈 青田 梨世 伊藤 大志 23分57秒
4 22 キッズ城山 戸谷 かれん 花輪 和弥 花輪 洋弥 春日 駿佑 24分02秒
5 3 Taps(タップス） 木下 稜太 小林 良輔 大矢 悠大 宮澤 喬佑 24分03秒
6 8 木島平小スキー部B 佐藤 柊 小松 廣務 湯本 美桜 栗林 侑希 24分03秒
7 34 軽井沢中部 岩井 亨 竹田 海空人 福井 旺延 片桐 岳 24分09秒
8 15 小諸JEC A 永井 颯太 渡辺 陽天 岸 拓磨 竹内 海七太 24分26秒
9 4 JFC須坂 丸地 恒輝 柳澤 優騎 小林 一成 佐々木 颯斗 24分47秒
10 29 山ノ内東 西村 優輝哉 笠原 将 竹節 未羽 山本 晃輝 24分47秒
11 23 八千穂小ドリームチーム 山田 直也 前田 望乃花 佐々木 史哉 小林 颯 24分59秒
12 6 青木島ビッグバン 大澤 希仁 山本 景斗 久保田 優成 坂野 有希人 25分06秒
13 11 坂城JAC 大塚 創太 宮下 華乃 田中 捺未 柳沢 夏帆 25分12秒
14 17 美南ガ丘 蜂須 翔太 塚田 菜々 小泉 有唯 加部 すみれ 25分21秒
15 2 松川陸上JAC 壬生 さつき 花井 静 宮澤 香音 北見 唯夏 25分35秒
16 14 METLS 市川 将眞 稲村 実紀 福田 恵理子 田中 幹大 25分39秒
17 13 明科かけっこクラブ 生富 遼 宮沢 大翔 川上 智也 篠原 翼 25分42秒
18 35 ハヤブサ 藤澤 拓也 伊藤 泰生 林 達己 横嶋 孝太郎 26分02秒
19 43 ガッツ南部 嶋田 泰治 井上 広章 武田 大翔 菊地 虹介 26分02秒
20 5 チーム AMR 横山 弥晏 塩原 拓弥 田中 彩野 中村 真之佑 26分30秒
21 20 NAGANUMAファイターズA 泉 丈輔 徳永 栞名 関 真由香 北澤 ひなの 26分43秒
22 36 シルバーナイツ 江本 熙允 滝沢 虎太郎 水野 遊星 福野 莉紗 26分46秒
23 32 白馬南小学校クロス部 小林 瑠斗 篠崎 志おり 田中 彩希 平林 薫乃 27分13秒
24 27 ハッピースマイル4東 黒﨑 嘉人 笠原 烈人 竹内 凱斗 山本 拓馬 27分16秒
25 30 チーム日新 プラス1 永井 友翔 市村 侑也 堀田 侑吾 永井 隼輔 27分17秒
26 33 HSYSスマイルチーム 川原 穂乃果 小嶋 咲良 田中 結子 川原 素代果 27分21秒
27 26 八幡カヤンバーズ 栗原 慎二 緑川 成司 伊藤 凌我 宮田 優吾 27分27秒
28 28 古牧っ子4年女子チーム 丸山 怜那 浜田 明日菜 曽根 あかり 舎川 ゆうか 27分28秒
29 16 小諸JEC B 諸山 知奈津 柳沢 一輝 甘利 優雅 田中 秀磨 27分35秒
30 7 木島平小スキー部A 宝井 悠 高木 都美 安田 楓花 嘉部 竜一 27分45秒
31 25 五加小 山口 雄飛 遠藤 一輝 武井 颯太 高見沢 伶 27分57秒
32 41 森上４仁ファイターズ・シルバー 高橋 侑聖 荒井 健太郎 船橋 遼太 樋口 雅哉 28分00秒
33 12 鍋屋田スピリッツ 川浦 楓 板倉 祐也 小林 大晟 大和 由尚 28分07秒
34 9 木島平小スキー部C 山本 凜 芳野 夏実 湯本 明莉 竹内 怜 28分09秒
35 19 ４Mガールズ 金子 美祐 山崎 泉琴 松林 萌 倉石 真衣 28分47秒
36 40 森上４仁ファイターズ・ゴールド 岩崎 天蒼 大槻 真由葉 竹前 咲良 小林 凌大 28分54秒
37 38 ふぞくっ子 山田 朋輝 西沢 勇翔 深沢 謙伸 古村 朋仁 28分54秒
38 18 千曲東 眞弓田 遥菜 倉島 万里奈 松澤 菜々子 森山 綾乃 29分08秒
39 21 NAGANUMAファイターズB 松井 大輝 岩崎 萌音 松井 さくら 寺田 由希音 29分24秒
40 37 ファイヤーローズ 安藤 直輝 高田 友優 高見沢 茉緒 松田 七海 30分37秒
41 42 森上４仁ファイターズ・ポニー 川口 萌々花 大島 理歩 小池 芽泉 長野 奈々 30分44秒
42 39 倹組 青木 悠平 宮入 美里 北澤 綾乃 原 菜々美 32分31秒
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