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３ｋｍペア 1 9066 戸田 博明 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 戸田　貴大 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野市 0:12:51 戸田親子
３ｋｍペア 2 9080 畔地 政千代 ｱｾﾞﾁ ﾏｻﾁﾖ 畔地　湊生 ｱｾﾞﾁ ｿｳｷ 上田市 0:13:38
３ｋｍペア 3 9055 小池 経夫 ｺｲｹ ﾂﾈｵ 小池　広太 ｺｲｹ ｺｳﾀ 長野市 0:13:44
３ｋｍペア 4 9002 奥原 満広 ｵｸﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 奥原　結菜 ｵｸﾊﾗ ﾕﾅ 大町市 0:13:54 大町南小学校
３ｋｍペア 5 9047 藤巻 厚人 ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾂﾄ 藤巻　昇 ﾌｼﾞﾏｷ ﾉﾎﾞﾙ 大町市 0:14:08 大町南小学校３年
３ｋｍペア 6 9081 松澤 知和 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 松澤　岳拓 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬村 0:14:11
３ｋｍペア 7 9014 山﨑 駿斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭﾝﾄ 山﨑　義久 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 大町市 0:14:17 大町東小学校１年
３ｋｍペア 8 9009 小山 颯斗 ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 小山　正博 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 白馬村 0:14:18 白馬南小３年
３ｋｍペア 9 9035 川上 あずと ｶﾜｶﾐ ｱｽﾞﾄ 川上　幸伸 ｶﾜｶﾐ ﾕｷﾉﾌﾞ 大町市 0:14:21 大町南小学校４年
３ｋｍペア 10 9082 北村 武揚 ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｱｷ 北村　杏奈 ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾅ 小谷村 0:14:33
３ｋｍペア 11 9051 柴田 晴望 ｼﾊﾞﾀ ｾﾉﾝ 柴田　和典 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 大町市 0:14:38 大町スポーツクラブ
３ｋｍペア 12 9078 志水 宏靖 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ 志水　宏生 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 大町市 0:14:48 公務員
３ｋｍペア 13 9075 宮嶋 浩司 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 宮嶋　丈瑠 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷村 0:14:52
３ｋｍペア 14 9039 太田 はな乃 ｵｵﾀ ﾊﾅﾉ 太田　恵 ｵｵﾀ ﾒｸﾞﾐ 大町市 0:15:29 大町南小学校５年
３ｋｍペア 15 9024 安藤 大地 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ 安藤　淳之 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 大町市 0:15:53 大町南小学校２年
３ｋｍペア 16 9069 赤澤 健太郎 ｱｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 赤澤　諒伍 ｱｶｻﾞﾜ ﾘｮｳｺﾞ 松川村 0:16:12
３ｋｍペア 17 9006 竹川 希実 ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 竹川　千鶴 ﾀｹｶﾜ ﾁﾂﾞﾙ 安曇野市 0:16:17 穂高南小学校
３ｋｍペア 18 9049 藤巻 智幹 ﾌｼﾞﾏｷ ﾄﾓｷ 藤巻　正安 ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔｽ 大町市 0:16:28 大町南小学校２年
３ｋｍペア 19 9036 栗林 真緒 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 栗林　拓司 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸｼﾞ 大町市 0:16:43 大町南小学校４年
３ｋｍペア 20 9057 宮本 泰一 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｲﾁ 宮本　達也 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾂﾔ 長野市 0:16:50 雪中会
３ｋｍペア 21 9025 丸山 葵衣 ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ 丸山　秀和 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 大町市 0:16:54 大町南小学校２年
３ｋｍペア 22 9058 村越 てるよ ﾑﾗｺｼ ﾃﾙﾖ 村越　千早 ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ 小谷村 0:17:00
３ｋｍペア 23 9037 千野 さくら ﾁﾉ ｻｸﾗ 千野　亜州香 ﾁﾉ ｱｽｶ 大町市 0:17:01 大町東小学校４年
３ｋｍペア 24 9046 青栁 楓 ｱｵﾔｷﾞ ｶｴﾃﾞ 青栁　桜子 ｱｵﾔｷﾞ ｻｸﾗｺ 大町市 0:17:10 大町南小学校４年
３ｋｍペア 25 9033 宮田 和奏 ﾐﾔﾀ ﾜｶﾅ 宮田　英典 ﾐﾔﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大町市 0:17:19 大町西小学校３年
３ｋｍペア 26 9084 梨本 純洋 ﾅｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 梨本　聖 ﾅｼﾓﾄ ｱｷﾗ 大町市 0:17:34 大町北小
３ｋｍペア 27 9060 矢口 弘樹 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 矢口　琉稀 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 池田町 0:17:42
３ｋｍペア 28 9027 吉澤 和之 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 吉澤　正彦 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ 大町市 0:17:57 大町北小学校２年
３ｋｍペア 29 9045 下條 茉緒 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｵ 下條　倫子 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐﾁｺ 大町市 0:18:01 大町南小学校２年
３ｋｍペア 30 9043 倉科 桂太 ｸﾗｼﾅ ｹｲﾀ 倉科　朋美 ｸﾗｼﾅ ﾄﾓﾐ 大町市 0:18:09 大町南小学校１年
３ｋｍペア 31 9015 髙橋 朱里 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾘ 髙橋　恵 ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 大町市 0:18:15 大町東小学校１年
３ｋｍペア 32 9059 石川 健司 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 石川　新史 ｲｼｶﾜ ｱﾗｼ 安曇野市 0:18:17 イシカワヘアーズ
３ｋｍペア 33 9017 松澤 翔 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｹﾙ 松澤　重夫 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 大町市 0:18:18 大町西小学校１年
３ｋｍペア 34 9052 小日向 咲良 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾗ 小日向　勲 ｵﾋﾞﾅﾀ ｲｻｵ 大町市 0:18:20 大町西小学校３年
３ｋｍペア 35 9010 小山 廉斗 ｺﾔﾏ ﾚﾝﾄ 小山　知代 ｺﾔﾏ ﾁﾖ 白馬村 0:18:29 白馬南小１年
３ｋｍペア 36 9016 北澤 魁人 ｷﾀｻﾞﾜ ｶｲﾄ 北澤　美保 ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾎ 大町市 0:18:30 大町西小学校１年
３ｋｍペア 37 9050 太田 梅菜 ｵｵﾀ ﾋﾅ 太田　往代 ｵｵﾀ ﾐﾁﾖ 大町市 0:18:38 大町スポーツクラブ
３ｋｍペア 38 9088 黒岩 美春 ｸﾛｲﾜ ﾐﾊﾙ 黒岩　麻悠 ｸﾛｲﾜ ﾏﾕ 安曇野市 0:18:51
３ｋｍペア 39 9072 古川 恵一 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｲﾁ 古川　明花莉 ﾌﾙｶﾜ ｱｶﾘ 安曇野市 0:18:53
３ｋｍペア 40 9003 五十川 佳穂 ｲｶｶﾞﾜ ｶﾎ 五十川　裕一 ｲｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 大町市 0:18:54 大町南小学校
３ｋｍペア 41 9013 吉沢 尭慶 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 吉沢　佐織 ﾆｼｻﾞﾜ ｻｵﾘ 大町市 0:18:56 大町南小学校１年
３ｋｍペア 42 9012 尾﨑 蒼 ｵｻﾞｷ ｱｵｲ 一志　秀明 ｲｯｼ ﾋﾃﾞｱｷ 大町市 0:18:57 大町南小学校１年
３ｋｍペア 43 9020 北原 涼太 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 北原　ももよ ｷﾀﾊﾗ ﾓﾓﾖ 大町市 0:19:01 大町北小学校１年
３ｋｍペア 44 9007 髙田 益司 ﾀｶﾀﾞ ﾏｽｼﾞ 髙田　寛司 ﾀｶﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 愛知県 0:19:04 稲葉地小学校
３ｋｍペア 45 9005 松澤 弘 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 越山　莉玖 ｺｼﾔﾏ ﾘｸ 大町市 0:19:04
３ｋｍペア 46 9019 清水 滉生 ｼﾐｽﾞ ｺｵ 清水　英文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 大町市 0:19:06 大町北小学校１年
３ｋｍペア 47 9054 中島 愛 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｲ 中島　龍之介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本市 0:19:09
３ｋｍペア 48 9071 古川 美音子 ﾌﾙｶﾜ ﾐｵｺ 古川　日陽 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾅﾀ 安曇野市 0:19:11
３ｋｍペア 49 9034 松澤 ちよ子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾁﾖｺ 松澤　紀子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾘｺ 大町市 0:19:11 大町北小学校３年
３ｋｍペア 50 9053 輿 幸明 ｺｼ ﾖｼｱｷ 増澤　聖 ﾏｽｻﾞﾜ ｺｳｷ 松本市 0:19:13 松本市立清水小学校
３ｋｍペア 51 9023 山崎 柑奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 山崎　敏宏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 大町市 0:19:15 大町南小学校２年
３ｋｍペア 52 9073 西澤 瑞樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 西澤　海麓 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾛｸ 大町市 0:19:21
３ｋｍペア 53 9032 北澤 莉紗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｻ 北澤　健一 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 大町市 0:19:28 大町西小学校３年
３ｋｍペア 54 9044 小林 怜眞 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 小林　章芳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾖｼ 大町市 0:19:32 大町西小学校１年
３ｋｍペア 55 9079 橋本 剛 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾖｼ 橋本　翠真里 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾏﾘ 長野市 0:19:47
３ｋｍペア 56 9085 原山 さゆり ﾊﾗﾔﾏ ｻﾕﾘ 原山　萌 ﾊﾗﾔﾏ ﾓｴ 大町市 0:19:49
３ｋｍペア 57 9038 中村 大能 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ 中村　敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 大町市 0:19:51 大町北小学校４年
３ｋｍペア 58 9008 白澤 忠洋 ｼﾗｻﾜ ﾀﾀﾞﾋﾛ 白澤　真帆 ｼﾗｻﾜ ﾏﾎ 松川村 0:19:53
３ｋｍペア 59 9056 丸山 正江 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｴ 丸山　明依 ﾏﾙﾔﾏ ﾒｲ 安曇野市 0:19:56
３ｋｍペア 60 9018 金原 藍菜 ｷﾝﾊﾞﾗ ｱｲﾅ 金原　哲司 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾃﾂｼﾞ 大町市 0:19:58 大町西小学校１年
３ｋｍペア 61 9030 吉澤 英汰 ﾖｼｻﾞﾜ ｴｲﾀ 吉澤　稔 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 大町市 0:20:04 大町南小学校３年
３ｋｍペア 62 9064 村上 貴 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 村上　真優 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕ 松本市 0:20:10
３ｋｍペア 63 9067 戸田 佐保 ﾄﾀﾞ ｻﾎ 戸田　雅大 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 長野市 0:20:16
３ｋｍペア 64 9004 越山 真由子 ｺｼﾔﾏ ﾏﾕｺ 越山　釉衣 ｺｼﾔﾏ ﾕｲ 松川村 0:20:22
３ｋｍペア 65 9041 中山 絢音 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔﾈ 中山　樹里 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 大町市 0:20:31 大町東小学校１年
３ｋｍペア 66 9011 村越 さくら ﾑﾗｺｼ ｻｸﾗ 村越　慎也 ﾑﾗｺｼ ｼﾝﾔ 大町市 0:20:32 大町美麻小学校３年
３ｋｍペア 67 9070 赤澤 美佳 ｱｶｻﾞﾜ ﾐｶ 赤澤　希颯 ｱｶｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 松川村 0:20:47
３ｋｍペア 68 9029 高畠 亮介 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 大町市 0:20:51 大町南小学校３年
３ｋｍペア 69 9040 松田 音和 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ 松田　美奈子 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾅｺ 大町市 0:20:59 大町東小学校１年
３ｋｍペア 70 9028 冨山 璃子 ﾄﾐﾔﾏ ﾘｺ 冨山　奈未 ﾄﾐﾔﾏ ﾅﾐ 大町市 0:21:02 八坂小学校２年
３ｋｍペア 71 9086 斉藤 晶 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 中村　凛 ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 神奈川県 0:21:25 川北走友会
３ｋｍペア 72 9089 直江 多喜子 ﾅｵｴ ﾀｷｺ 直江　潤樹 ﾅｵｴ ﾐﾂｷ 大町市 0:21:31 大町北小学校
３ｋｍペア 73 9077 寺澤 将学 ﾃﾗｻﾜ ﾏｻﾉﾘ 寺澤　颯華 ﾃﾗｻﾜ ｻﾔｶ 長野市 0:21:52
３ｋｍペア 74 9074 杉浦 法子 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘｺ 杉浦　悠太 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ 松本市 0:22:00
３ｋｍペア 75 9068 中野 さとみ ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 中野　正太 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 塩尻市 0:22:06
３ｋｍペア 76 9062 小佐野 由里 ｵｻﾉ ﾕﾘ 小佐野　舜明 ｵｻﾉ ﾄｼｱｷ 東京都 0:22:12 府中四中
３ｋｍペア 77 9065 五嶋 宏次 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 山野井　優莉 ﾔﾏﾉｲ ﾕﾘ 千葉県 0:23:06
３ｋｍペア 78 9026 玉井 颯太 ﾀﾏｲ ｿｳﾀ 玉井　俊治 ﾀﾏｲ ﾄｼﾊﾙ 大町市 0:23:20 大町西小学校２年
３ｋｍペア 79 9031 藤岡 柊 ﾌｼﾞｵｶ ｼｭｳ 藤岡　亜希子 ﾌｼﾞｵｶ ｱｷｺ 大町市 0:23:35 大町南小学校３年
３ｋｍペア 80 9076 寺澤 ゆみ ﾃﾗｻﾜ ﾕﾐ 寺澤　瑠華 ﾃﾗｻﾜ ﾙｶ 長野市 0:23:37
３ｋｍペア 81 9021 吉原 日彩 ﾖｼﾊﾗ ﾋｲﾛ 吉原　恭子 ﾖｼﾊﾗ ｷｮｳｺ 大町市 0:24:03 大町北小学校１年
３ｋｍペア 82 9063 丸山 恵里 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾘ 丸山　ディセル開生 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾞｨｾﾞﾙｶｲ 白馬村 0:25:19
３ｋｍペア 83 9083 小野 有美子 ｵﾉ ﾕﾐｺ 小野　大 ｵﾉ ﾀﾞｲ 白馬村 0:26:10 ゆ
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