
順位 ＮＯ． 氏名 性別 学年 学校名 タイム 順位 ＮＯ． 氏名 性別 学年 学校名 タイム

1 102 栗林和希 男子 高3 中野立志館高 9:49 1 126 小林皓生 男子 高1 飯山高 4:29

2 126 小林皓生 男子 高1 飯山高 9:50 2 140 郷津知哉 男子 高2 白馬高 4:32

3 140 郷津知哉 男子 高2 白馬高 9:54 3 102 栗林和希 男子 高3 中野立志館高 4:33

4 116 外谷涼太 男子 高3 飯山高 9:57 4 103 畔上晃 男子 高3 中野立志館高 4:34

5 103 畔上晃 男子 高3 中野立志館高 10:00 5 139 幾田林太郎 男子 高2 白馬高 4:34

6 139 幾田林太郎 男子 高2 白馬高 10:01 6 116 外谷涼太 男子 高3 飯山高 4:36

7 137 竹村泰河 男子 高3 白馬高 10:03 7 121 髙橋汰門 男子 高2 飯山高 4:40

8 121 髙橋汰門 男子 高2 飯山高 10:03 8 58 栗林侑希 男子 中3 木島平中 4:43

9 109 山本景 男子 高1 中野立志館高 10:08 9 109 山本景 男子 高1 中野立志館高 4:45

10 58 栗林侑希 男子 中3 木島平中 10:09 10 115 土屋優介 男子 高3 飯山高 4:45

11 106 青木力杜 男子 高2 中野立志館高 10:14 11 52 野﨑太一 男子 中3 野沢温泉中 4:46

12 69 沓掛隼士 男子 中3 信濃小中 10:16 12 69 沓掛隼士 男子 中3 信濃小中 4:47

13 115 土屋優介 男子 高3 飯山高 10:16 13 106 青木力杜 男子 高2 中野立志館高 4:47

14 117 松村恵吾 男子 高3 飯山高 10:17 14 117 松村恵吾 男子 高3 飯山高 4:49

15 128 橋本礼徳 男子 高1 飯山高 10:18 15 137 竹村泰河 男子 高3 白馬高 4:50

16 3 笠原将 男子 中3 山ノ内中 10:19 16 128 橋本礼徳 男子 高1 飯山高 4:51

17 52 野﨑太一 男子 中3 野沢温泉中 10:20 17 3 笠原将 男子 中３ 山ノ内中 4:51

18 104 高相幸世 男子 高2 中野立志館高 10:25 18 138 長澤匠吾 男子 高3 白馬高 4:53

19 107 湯本樹 男子 高1 中野立志館高 10:25 19 127 清水直也 男子 高1 飯山高 4:54

20 76 中川雄太 男子 中3 小谷中 10:28 20 120 髙橋海人 男子 高2 飯山高 4:54

21 138 長澤匠吾 男子 高3 白馬高 10:29 21 107 湯本樹 男子 高1 中野立志館高 4:55

22 119 小俣尚悟 男子 高2 飯山高 10:30 22 104 高相幸世 男子 高2 中野立志館高 4:55

23 125 小島宙輝 男子 高1 飯山高 10:32 23 122 千野竜河 男子 高2 飯山高 4:56

24 127 清水直也 男子 高1 飯山高 10:35 24 105 山本啓将 男子 高2 中野立志館高 4:58

25 108 成澤啓汰 男子 高1 中野立志館高 10:37 25 108 成澤啓汰 男子 高1 中野立志館高 4:59

26 122 千野竜河 男子 高2 飯山高 10:38 26 76 中川雄太 男子 中3 小谷中 5:00

27 2 藤沢樹　 男子 中3 山ノ内中 10:39 27 2 藤沢樹　 男子 中３ 山ノ内中 5:00

28 25 沼田唯聖 男子 中3 城北中 10:43 28 119 小俣尚悟 男子 高2 飯山高 5:00

29 130 吉越太良 男子 高1 飯山高 10:45 29 130 吉越太良 男子 高1 飯山高 5:02

30 120 髙橋海人 男子 高2 飯山高 10:52 30 25 沼田唯聖 男子 中3 城北中 5:02

31 105 山本啓将 男子 高2 中野立志館高 10:54 31 101 山本勇悟 男子 高3 中野立志館高 5:06

32 101 山本勇悟 男子 高3 中野立志館高 10:55 32 1 山本晃輝 男子 中３ 山ノ内中 5:08

33 123 大日方一貴 男子 高1 飯山高 10:57 33 110 徳竹幸也 男子 高1 中野立志館高 5:10

34 124 小坂飛翔 男子 高1 飯山高 11:00 34 59 本山大雅 男子 中3 木島平中 5:16

35 110 徳竹幸也 男子 高1 中野立志館高 11:01 35 123 大日方一貴 男子 高1 飯山高 5:20

36 1 山本晃輝 男子 中3 山ノ内中 11:04 36 118 江村拓哉 男子 高2 飯山高 5:25

37 59 本山大雅 男子 中3 木島平中 11:05 37 73 山下響生 男子 中3 菅平中 5:36

38 73 山下響生 男子 中3 菅平中 11:43 125 小島宙輝 男子 高1 飯山高

39 118 江村拓哉 男子 高2 飯山高 11:44 124 小坂飛翔 男子 高1 飯山高

髙島侑希 男子 中3 城北中 髙島侑希 男子 中3 城北中

佐藤留旗 男子 中3 城南中 佐藤留旗 男子 中3 城南中

宮﨑輝 男子 中3 野沢温泉中 宮﨑輝 男子 中3 野沢温泉中

畔上悠太 男子 高2 中野立志館高 畔上悠太 男子 高2 中野立志館高

湯本幸耶 男子 高1 中野立志館高 湯本幸耶 男子 高1 中野立志館高

佐藤聡太 男子 高2 飯山高 佐藤聡太 男子 高2 飯山高

中澤和也 男子 高2 飯山高 中澤和也 男子 高2 飯山高

森龍希 男子 高1 飯山高 森龍希 男子 高1 飯山高

高校中学３年　男子　３０００ｍ 高校中学３年　男子　１５００ｍ


