
スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過 スプリット 通過
ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位 ラップ 順位

0:08:44 (1) 0:19:29 (1) 0:28:40 (1) 0:38:18 (1)
160歳以下 (1) 8:44 (1) 10:45 (1) 9:11 (3) 9:38 (1)

0:10:12 (3) 0:21:15 (2) 0:30:01 (2) 0:39:43 (2)
160歳以下 (2) 10:12 (3) 11:03 (2) 8:46 (2) 9:42 (2)

0:09:13 (2) 0:22:24 (3) 0:30:23 (3) 0:42:18 (3)
161歳以上 (1) 9:13 (2) 13:11 (5) 7:59 (1) 11:55 (6)

0:10:43 (7) 0:23:07 (4) 0:34:21 (4) 0:46:27 (4)
160歳以下 (3) 10:43 (7) 12:24 (3) 11:14 (6) 12:06 (7)

0:10:29 (5) 0:25:14 (8) 0:35:44 (6) 0:46:51 (5)
160歳以下 (4) 10:29 (5) 14:45 (8) 10:30 (4) 11:07 (3)

0:10:30 (6) 0:23:36 (5) 0:35:09 (5) 0:47:40 (6)
161歳以上 (2) 10:30 (6) 13:06 (4) 11:33 (8) 12:31 (8)

0:10:54 (8) 0:25:12 (7) 0:36:09 (7) 0:47:49 (7)
161歳以上 (3) 10:54 (8) 14:18 (6) 10:57 (5) 11:40 (4)

0:10:57 (9) 0:26:22 (9) 0:39:14 (9) 0:51:00 (8)
160歳以下 (5) 10:57 (9) 15:25 (9) 12:52 (9) 11:46 (5)

0:10:20 (4) 0:25:02 (6) 0:36:34 (8) 0:52:17 (9)
160歳以下 (6) 10:20 (4) 14:42 (7) 11:32 (7) 15:43 (9)

総合
順位

No.
チーム名 総合記録

（10km
）

１区（2.5km）

年齢区分 順位

３区（2.5km） ４区（2.5km）
氏名 氏名 氏名 氏名

２区（2.5km）

森山 翔貴 八木 寧希

2 57
ちゅんちゅん

0:39:43
荻島 礼景 古河 美咲 日野 駿 内田 寧々

1 56
せんせいといっしょ

0:38:18
丸山 潤一郎 小田原 愛奈

江澤 拓真 丸山 直美

4 59
はじめましての会

0:46:27
安松 哲生 松本 紀恵 椎名 啓大 小林 沙季

3 60
上州イロもんズ

0:42:18
平井 直人 龍崎 直子

小林 研 尾本 真優

6 62
ＧＲＴ－４

0:47:40
島田 慎太郎 小笠原 ゆり子 鈴木 直樹 萩原 由美

5 58
JA佐久浅間Ｂ

0:46:51
原 俊也 中嶋 奈都季

中村 大介 佐藤 悦子

8 55
チームノーチャン

0:51:00
木曽 広夢 原 彩華 大西 奈央貴 鈴木 優香里

7 61
ひよこちゃん

0:47:49
茂木 雄二 井田 莉絵

細貝 渓人 尾身 有里佳
9 54

チームワンチャン
0:52:17

岡村 暢洋 山本 若奈


