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コース：長野県松本平広域公園陸上競技場発着 4区間6.0km

審判長： 下川　泰秀
記録主任：竹内　秀樹
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第11回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 ＳＢＣ信越放送 信濃毎日新聞社
共催：長野県 長野県教育委員会 公益財団法人長野県体育協会 松本市 松本市教育委員会
後援：長野県市長会 長野県町村会 塩尻市 松本商工会議所


第11回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 記録 備考 ﾅﾝﾊﾞｰ チーム名 記録 備考
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2 1

5 13 諏訪市    21:38
4 35 松本市    21:19

   21:52
7 2 小諸市    21:57
6 11 飯田市
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3 33 喬木村    22:29
23 南箕輪村    22:28



順 No 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 No 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  64 長野市   641 淀 小南津(6)   21:16 11  16 茅野市   161 小林 万莉(6)   22:22

ﾅｶﾞﾉｼ ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ ﾁﾉｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
  642 丸山 翔平(6)   162 由澤 汐七(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ
  643 永原 柚凪(6)   163 小林 千紘(6)

ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  644 永原 颯磨(4)   164 川瀬 創太(6)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ ｶﾜｾ ｿｳﾀ
 2   1 上田市    11 牧内 愛華(6)   21:17 12  14 伊那市   141 森 ほのか(6)   22:26

ｳｴﾀﾞｼ ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ ｲﾅｼ ﾓﾘ ﾎﾉｶ
   12 山浦 健(6)   142 宮下 裕二朗(6)

ﾔﾏｳﾗ ｹﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ
   13 斉藤 芽衣(6)   143 田中 ﾗﾘｯｻ(6)

ｻｲﾄｳ ﾒｲ ﾀﾅｶ ﾗﾘｯｻ
   14 成澤 爽(5)   144 中山 翔晴(6)

ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾊﾞﾙ
 3  38 安曇野市   381 二村 海咲(6)   21:18 13  26 松川町   261 佐藤 悠花(5)   22:26

ｱﾂﾞﾐﾉｼ ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ ﾏﾂｶﾜﾏﾁ ｻﾄｳ ﾕｳｶ
  382 萩原 滉太郎(6)   262 湯澤 淳志(6)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾕｻﾞﾜ ｱﾂｼ
  383 竹岡 紗代(6)   266 矢澤 華英(6)

ﾀｹｵｶ ｻﾖ ﾔｻﾞﾜ ﾊﾅｴ
  384 大塚 悠剛(5)   264 下平 侑輝(5)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 4  35 松本市   351 根津 円(6)   21:19 14   8 軽井沢町    81 市村 彩美(6)   22:27

ﾏﾂﾓﾄｼ ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ ｶﾙｲｻﾞﾜﾏﾁ ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ
  352 武本 祐樹(6)    82 並木 陸(6)

ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ ﾅﾐｷ ﾘｸ
  353 鈴木 直(6)    83 佐伯 三葉(6)

ｽｽﾞｷ ﾅｵ ｻｴｷ ﾐﾂﾊﾞ
  354 滝口 颯太(6)    84 今野 駿太(6)

ﾀｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ
 5  13 諏訪市   131 小泉 春花(6)   21:38 15  23 南箕輪村   231 池上 遼海(6)   22:28

ｽﾜｼ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾑﾗ ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾙｶ
  132 吉岡 伶(6)   232 武藤 成世(6)

ﾖｼｵｶ ﾚｲ ﾑﾄｳ ﾅﾙｾ
  133 岡崎 七海(6)   233 前野 遥(5)

ｵｶｻﾞｷ ﾅﾅﾐ ﾏｴﾉ ﾊﾙｶ
  134 小松 拓叶(6)   234 清水 星志郎(6)

ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ ｼﾐｽﾞ ｾｲｼﾛｳ
 6  11 飯田市   111 松下 朋佳(6)   21:52 16  33 喬木村   331 松島 未尋(6)   22:29

ｲｲﾀﾞｼ ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｶ ﾀｶｷﾞﾑﾗ ﾏﾂｼﾏ ﾐﾋﾛ
  112 瀧澤 健人(6)   332 下澤 輝(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｼﾓｻﾜ ﾋｶﾙ
  113 佐藤 紫苑(6)   333 佐藤 碧依(6)

ｻﾄｳ ｼｵﾝ ｻﾄｳ ｱｵｲ
  114 帯川 伊吹(6)   334 木村 柊太(6)

ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ｷﾑﾗ ｼｭｳﾀ
 7   2 小諸市    21 諸山 知奈津(6)   21:57 17  62 中野市   621 小林 弓珠(6)   22:35

ｺﾓﾛｼ ﾓﾛﾔﾏﾁﾅﾂ ﾅｶﾉｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ
   25 塩川 晴也(4)   622 永泉 樂大(6)

ｼｵｶﾜｾｲﾔ ﾅｶﾞｲｽﾞﾐｶﾞｸﾄ
   23 松里 みのり(6)   623 吉原 佑栞(5)

ﾏﾂｻﾞﾄﾐﾉﾘ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳﾘ
   24 土赤 本気(6)   624 浦野 大平(5)

ﾂﾁｱｶﾏｼﾞ ｳﾗﾉ  ﾀｲﾍｲ
 8  60 千曲市   601 鎌田 里菜(6)   22:07 18  36 大町市   366 松下 輝来(5)   22:39

ﾁｸﾏｼ ｶﾏﾀ ﾘﾅ ｵｵﾏﾁｼ ﾏﾂｼﾀ ｷﾗ
  602 宮崎 日向(6)   362 小坂 悠太(5)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｺｻｶ ﾕｳﾀ
  603 堀内 和(6)   363 栗原 すず(6)

ﾎﾘｳﾁ ﾅｺﾞﾐ ｸﾘﾊﾗ ｽｽﾞ
  605 小林 正輝(6)   364 松倉 稜(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ﾏﾂｸﾗ ﾘｮｳ
 9   3 佐久市    31 西澤 望未(6)   22:14 19  12 岡谷市   121 佐藤希美(6)   22:40

ｻｸｼ ﾆｼﾞｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾐ ｵｶﾔｼ ｻﾄｳﾉｿﾞﾐ
   32 藤牧 平(6)   125 河野統徳(6)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｲﾗ ｺｳﾉﾑﾈﾉﾘ
   33 竹花 碧乃(5)   126 今井風花(6)

ﾔｹﾊﾅ ｱﾔﾉ ｲﾏｲﾌｳｶ
   34 碓氷 大樹(6)   124 佐藤直也(6)

ｳｽｲ ﾀｲｷ ｻﾄｳﾅｵﾔ
10  55 木島平村   551 竹内 美琴(6)   22:20 20  56 山ﾉ内町   561 中島 果歩(6)   22:41

ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾑﾗ ﾀｹｳﾁ ﾐｺﾄ ﾔﾏﾉｳﾁﾏﾁ ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾎ
  552 祢津 利空(6)   562 小林 琉斗(6)

ﾈﾂ ﾘｸｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ
  553 高橋 夢果(6)   563 山﨑 優風(5)

ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ
  554 髙橋 明流(6)   564 小野沢 泰雅(6)

ﾀｶﾊｼ ｱﾘｭｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ

4月29日  9:45市町村対抗小学生駅伝



4月29日  9:45市町村対抗小学生駅伝
順 No 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 No 所属名 No. 氏  名 記録／備考
21  42 筑北村   421 宮澤 実亜(6)   22:43 31   5 佐久穂町    51 油井愛真(6)   23:22

ﾁｸﾎｸﾑﾗ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ ｻｸﾎﾁｮｳ ﾕｲｴﾏ
  422 藤田  翼(5)    52 土屋慶河(6)

ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾂﾁﾔｹｲｶﾞ
  423 鎌田  悠(5)    53 玉井凛(6)

ｶﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾀﾏｲﾘﾝ
  424 増田 勝也(6)    54 阿部朝陽(6)

ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾔ ｱﾍﾞｱｻﾋ
22  18 富士見町   181 阿部真奈美(6)   22:49 32  25 宮田村   251 寺門凜(6)   23:27

ﾌｼﾞﾐﾏﾁ ｱﾍﾞﾏﾅﾐ ﾐﾔﾀﾞﾑﾗ ﾃﾗｶﾄﾞﾘﾝ
  182 田所夢太郎(5)   252 安田真拓(6)

ﾀﾄﾞｺﾛﾕﾒﾀﾛｳ ﾔｽﾀﾞﾏﾋﾛ
  183 小林穂々光(6)   253 下平佳穂(6)

ｺﾊﾞﾔｼﾎﾎﾐ ｼﾓﾀﾞｲﾗｶﾎ
  184 窪田翔真(5)   254 増田真也(6)

ｸﾎﾞﾀｼｮｳﾏ ﾏｽﾀﾞｼﾝﾔ
23  59 坂城町   591 宮下 この実(6)   22:49 33  63 須坂市   631 山本 こえだ(6)   23:28

ｻｶｷﾏﾁ ﾐﾔｼﾀ ｺﾉﾐ ｽｻﾞｶｼ ﾔﾏﾓﾄ ｺｴﾀﾞ
  592 吉澤 洋樹(6)   632 黒岩 大悟(5)

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ ｸﾛｲﾜ ﾀﾞｲｺﾞ
  593 星 彩水(5)   633 山崎 友紀(6)

ﾎｼ ｱﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ
  594 丹治 悠真(6)   634 田幸 瞭(5)

ﾀﾝｼﾞ ﾕｳﾏ ﾀｺｳ ﾘｮｳ
24  15 駒ヶ根市   151 滝沢 初寧(5)   22:49 34  20 辰野町   201 坂元夏希(5)   23:33

ｺﾏｶﾞﾈｼ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ ﾀﾂﾉﾏﾁ ｻｶﾓﾄﾅﾂｷ
  152 出澤 周大(6)   202 藤澤怜大(6)

ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ﾌｼﾞｻﾜﾘｮｳﾀ
  153 松崎 こころ(5)   203 神戸春音(6)

ﾏﾂｻﾞｷ ｺｺﾛ ｺﾞｳﾄﾞﾊﾙﾈ
  154 矢澤 蓮太郎(5)   204 田中陸(6)

ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾀﾅｶﾘｸ
25   4 東御市    41 櫻林 生成(6)   22:50 35  58 小布施町   581 三田 桃子(6)   23:37

ﾄｳﾐｼ ｻｸﾗﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ ｵﾌﾞｾﾁｮｳ ｻﾝﾀ ﾓﾓｺ
   42 相場  凌(6)   585 原 大河(6)

ｱｲﾊﾞ ﾘｮｳ ﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
   43 遠藤 心愛(6)   586 田尻 彩七(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ｺｱ ﾀｼﾞﾘ ｲﾛﾅ
   44 出口 哲也(6)   584 中山 恭介(6)

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ
26  44 山形村   441 日笠 遥(6)   23:06 36  53 信濃町   531 柳本 結希(6)   23:37

ﾔﾏｶﾞﾀﾑﾗ ﾋｶﾞｻ ﾊﾙｶ ｼﾅﾉﾏﾁ ﾔﾅｷﾞﾓt ﾕｳｷ
  442 上條 楓希(6)   532 和田 興明(6)

ｶﾐｼﾞｮｳﾌｳｷ ﾜﾀﾞ ｺｳﾒｲ
  443 塚本 萌(6)   533 和田 親(6)

ﾂｶﾓﾄﾓｴ ﾜﾀﾞ ﾁｶ
  444 住吉 琉星(6)   534 宮下 大征(6)

ｽﾐﾖｼ ﾘｭｳｾｲ ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｾｲ
27  27 高森町   271 西村 歩華(6)   23:12 37  17 下諏訪町   171 臼田 麻花(5)   23:39

ﾀｶﾓﾘﾏﾁ ﾆｼﾑﾗ ｱﾕｶ ｼﾓｽﾜﾏﾁ ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ
  272 椚谷 元(6)   172 大滝 隼輝(6)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ
  273 佐野 文音(5)   173 有賀 すづな(6)

ｻﾉ ｱﾔﾈ ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ
  274 本島 尚緒(6)   174 松尾 悠登(5)

ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ
28  61 飯山市   611 小林 花咲(6)   23:14 38  47 松川村   471 原 知愛(6)   23:40

ｲｲﾔﾏｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾅ ﾏﾂｶﾜﾑﾗ ﾊﾗ ﾁﾅﾘ
  612 小林 賢二郎(6)   472 吉岡 凜(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾖｼｵｶ ﾘﾝ
  613 丸山 夏乃(6)   473 梨子田 弥桜(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ ﾅｼﾀﾞ ﾐｵ
  614 松澤 柊斗(5)   474 塚原 海斗(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ ﾂｶﾊﾗ ｶｲﾄ
29  45 朝日村   451 中村 綾花(6)   23:14 39  21 箕輪町   211 平松 愛純(6)   23:47

ｱｻﾋﾑﾗ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ ﾐﾉﾜﾏﾁ ﾋﾗｻﾜ ｱｽﾐ
  452 北村 唯(6)   212 大場 晴仁(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ ｵｵﾊﾞ  ﾊﾙﾋﾄ
  453 宮城 稚子(6)   213 唐澤 真祐菜(4)

ﾐﾔｷﾞ ﾜｶｺ ｶﾗｻﾜ ﾏﾕﾊ
  454 近藤 大介(6)   214 岩波 颯真(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ
30  19 原村   191 小池 嶺花(6)   23:22 40  48 白馬村   486 高橋 莉織(5)   24:04

ﾊﾗﾑﾗ ｺｲｹ ﾚｲｶ ﾊｸﾊﾞﾑﾗ ﾀｶﾊｼ ﾘｵ
  192 日達 羽琉(6)   482 江津 颯人(6)

ﾋﾀﾁ ﾊﾙ ｺﾞｳｽﾞ ﾊﾔﾄ
  193 宮坂 菜緒(6)   483 下澤 実央(6)

ﾐﾔｻｶ ﾅｵ ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ
  194 菊池 孝弥(6)   484 鈴木 睦和(6)

ｷｸﾁ ﾀｶﾔ ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ



4月29日  9:45市町村対抗小学生駅伝
順 No 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 No 所属名 No. 氏  名 記録／備考
41   9 御代田町    91 栁澤 風花(6)   24:10 52  57 高山村   571 待井 未有(6)   25:19

ﾐﾖﾀﾏﾁ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾌｳｶ ﾀｶﾔﾏﾑﾗ ﾏﾁｲ ﾐﾕ
   92 瓜生 扇莉(5)   572 佐藤 大地(6)

ｳﾘｭｳ ｾﾝﾘ ｻﾄｳ ﾀｲﾁ
   93 泰井 柊香(6)   573 須藤 菜月(6)

ﾀｲｲ ｼｭｳｶ ｽﾄﾞｳ ﾅﾂｷ
   94 酒井 瞬(5)   574 西原 太陽(6)

ｻｶｲ ｼｭﾝ ﾆｼﾊﾗ ﾀｲﾖｳ
42  34 豊丘村   341 宮下 莉瑚(5)   24:15 53   6 小海町    61 中嶋 珠生(6)   25:21

ﾄﾖｵｶﾑﾗ ﾐﾔｼﾀ ﾘｺ ｺｳﾐﾏﾁ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ
  342 菅沼 心太(5)    62 篠原 征希(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾀ ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｷ
  343 高本 美咲(6)    63 浅野 快(6)

ﾀｶﾉﾄ ﾐｻｷ ｱｻﾉ ｶｲ
  344 亀山 竜(5)    64 大塚 崚芽(6)

ｶﾒﾔﾏ ﾘｮｳ ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ
43  29 阿智村   291 水上 胡乃葉(6)   24:21 54  28 阿南町   281 金田 菜生(6)   25:28

ｱﾁﾑﾗ ﾐｽﾞｶﾐ ｺﾉﾊ ｱﾅﾝﾁｮｳ ｶﾅﾀﾞ ﾅｵ
  292 牛山 碧人(6)   285 相原 祐也(6)

ｳｼﾔﾏ ｱｵﾄ ｱｲﾊﾗ ﾕｳﾔ
  293 芦澤 陽菜(6)   283 伊藤 一葉(5)

ｱｼｻﾞﾜ ﾋﾅ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ
  294 熊谷 颯也(6)   284 小掠 正見(4)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾔ ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾐ
44  41 大桑村   411 菅野 美月(6)   24:21 55  32 泰阜村   321 中島 侑莉亜(6)   25:41

ｵｵｸﾜﾑﾗ ｶﾝﾉ ﾐｽﾞｷ ﾔｽｵｶﾑﾗ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾘｱ
  412 菊池 快星(6)   322 松下  秀(6)

ｷｸﾁ ｶｲｾｲ ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳ
  413 宮下 亜依美(6)   323 土岐 涼華(5)

ﾐﾔｼﾀ ｱｲﾐ ﾄｷ ｽｽﾞｶ
  414 西尾 俊哉(5)   324 宮下 悦輝(6)

ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ ﾐﾔｼﾀ ｴﾂｷ
45  22 飯島町   221 小木曽 楽々(6)   24:22 56  52 飯綱町   521 丸山 美優(4)   25:50

ｲｲｼﾞﾏﾏﾁ ｵｷﾞｿ ﾗﾗ ｲｲﾂﾞﾅﾏﾁ ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾕｳ
  222 箕浦 大輝(6)   522 井澤 生吾(5)

ﾐﾉｳﾗ ﾀﾞｲｷ ｲｻﾞﾜ ｾｲｺﾞ
  226 宮下 優月(6)   523 西﨑 楓音(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾕﾂﾞｷ ﾆｼｻﾞｷ ﾌｳﾈ
  224 箕浦 広輝(6)   524 松木 瞬弥(4)

ﾐﾉｳﾗ ｺｳｷ ﾏﾂｷ ｼｭﾝﾔ
46  43 麻績村   431 臼井 絢音(5)   24:47 57  46 池田町   461 渡辺 奈月(6)   26:09

ｵﾐﾑﾗ ｳｽｲ ｱﾔﾈ ｲｹﾀﾞﾏﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ
  432 髙野 遥翔(5)   462 熊谷 陵楽(6)

ﾀｶﾉ ﾊﾙﾄ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾗ
  433 塚原 珠月(5)   463 荻久保 雪乃(6)

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾏｷ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾕｷﾉ
  434 清水 仁(5)   464 小林 柊羽(6)

ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳ
47  30 下條村   301 飯島 香乃(6)   25:04 58  40 南木曽町   401 田中 なつみ(6)   26:29

ｼﾓｼﾞｮｳﾑﾗ ｲｲｼﾞﾏ ｶﾉ ﾅｷﾞｿﾏﾁ ﾀﾅｶ ﾅﾂﾐ
  302 土屋 拓哉(6)   405 麦島 健斗(6)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ ﾑｷﾞｼﾏ ｹﾝﾄ
  306 新井 悠夏子(6)   403 曽我 遙香(6)

ｱﾗｲ ﾕｶｺ ｿｶﾞ ﾊﾙｶ
  304 中島 戒斗(6)   404 新田 涼馬(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ ｼﾝﾃﾞﾝ ﾘｮｳﾏ
48  10 立科町   101 栁澤 仁美(6)   25:08 59  51 小川村   511 西澤 日夏乃(5)   26:57

ﾀﾃｼﾅﾏﾁ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾄﾐ ｵｶﾞﾜﾑﾗ ﾆｼｻﾞﾜ  ﾋﾅﾉ
  102 樫山 翔(6)   512 永原 悠路(4)

ｶｼﾔﾏ ｼｮｳ ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾛ
  103 今井 菜々子(6)   513 丸田 若奈(5)

ｲﾏｲ ﾅﾅｺ ﾏﾙﾀ ﾜｶﾅ
  104 竹内 暖(6)   514 岡田 羽立(6)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ ｵｶﾀﾞ ｳﾘｭｳ
49  50 栄村   501 高橋 星来(6)   25:09 60  54 野沢温泉村   541 富井 望来(6)   27:00

ｻｶｴﾑﾗ ﾀｶﾊｼｾｲﾗ ﾉｻﾞﾜｵﾝｾﾝﾑﾗ ﾄﾐｲ ﾐﾗｲ
  502 宮川 康介(5)   542 池田 和勢(6)

ﾐﾔｶﾞﾜｺｳｽｹ ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ
  503 月岡 こまち(5)   543 河野 千雪(6)

ﾂｷｵｶｺﾏﾁ ｺｳﾉ ﾁﾕｷ
  504 関谷 蓮(5)   544 久保田 唯右(6)

ｾｷﾔﾚﾝ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳ
50  49 小谷村   491 淀 葉月(6)   25:14 61  24 中川村   241 池上 舞花(5)   27:28

ｵﾀﾘﾑﾗ ﾖﾄﾞ ﾊﾂﾞｷ ﾅｶｶﾞﾜﾑﾗ ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲｶ
  492 鈴木 寛太(6)   242 宮澤 健(5)

ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝ
  496 北村 真彩(6)   243 田中 沙奈(5)

ｷﾀﾑﾗ ﾏｱﾔ ﾀﾅｶ ｻﾅ
  495 濱谷 天冴(5)   244 下平 大稀(5)

ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀﾞｲｷ
51  37 塩尻市   371 風間 唯花(4)   25:17 62   7 南相木村    71 由井 陽琴(5)   28:05

ｼｵｼﾞﾘｼ ｶｻﾞﾏ ﾕｶ ﾐﾅﾐｱｲｷﾑﾗ ﾕｲ ﾋｺﾄ
  372 風間 優佑(6)    72 伊藤 武蔵(6)

ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ ｲﾄｳ ﾑｻｼ
  373 畠中 優佳(4)    73 菊池 萌花(5)

ﾊﾀﾅｶ ﾕｶ ｷｸﾁ ﾓｴｶ
  374 坂之上 碧(6)    74 菊池 琉斗(4)

ｻｶﾉｳｴ ｱｵｲ ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ
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