
- 第９回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

10部　中学生男子 4km
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 備考

 2006/7/16

スタート： 9:30:00

会場: 長野県白馬村

主催: 大会組織委員会

15分14秒1 宮沢　英之4111 ﾐﾔｻﾞﾜﾋﾃﾞﾕｷ 腰越ＪＳＣ

15分18秒2 田中　悠介4135 ﾀﾅｶﾕｳｽｹ 山ノ内中クロス部

15分20秒3 生田　大河4107 ｲｸﾀﾀｲｶﾞ 腰越ＪＳＣ

15分24秒4 岸　洋佑4109 ｷｼﾖｳｽｹ 腰越ＪＳＣ

15分24秒5 尾上　勝紀4077 ｵﾉｳｴｶﾂｷ 菅野中学校

15分34秒6 津金　寛彦4011 ﾂｶﾞﾈﾋﾛﾋｺ アベベ駅伝クラブ

15分35秒7 伊野　達郎4127 ｲﾉﾀﾂﾛｳ 上野ヶ丘T＆F

15分41秒8 西村　優4012 ﾆｼﾑﾗﾕﾀｶ アベベ駅伝クラブ

15分50秒9 小林　大貴4108 ｺﾊﾞﾔｼﾀﾞｲｷ 腰越ＪＳＣ

16分 3秒10 高橋　健太4123 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ

16分10秒11 塩原　卓4072 ｼｵﾊﾗｽｸﾞﾙ 菅野中学校

16分11秒12 岡村　尚平4112 ｵｶﾑﾗｼｮｳﾍｲ 腰越ＪＳＣ

16分16秒13 大久保　善充4129 ｵｵｸﾎﾞﾖｼﾐﾂ 上野ヶ丘T＆F

16分17秒14 関　和仁4089 ｾｷｶｽﾞﾋﾄ 小谷中学校クロス

16分17秒15 三沢　慶祐4010 ﾐｻﾜｹｲｽｹ アベベ駅伝クラブ

16分26秒16 加藤　大樹4119 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

16分29秒17 高橋　幸大4062 ﾀｶﾊｼｺｳﾀﾞｲ 白馬村中学校クロス部

16分31秒18 飯塚　貴晶4142 ｲｲﾂﾞｶﾀｶｱｷ 山ノ内中クロス部

16分31秒19 降旗　賢人4014 ﾌﾙﾊﾀｹﾝﾄ アベベ駅伝クラブ

16分34秒20 柿崎　祐司4055 ｶｷｻﾞｷﾕｳｼﾞ 津南中学校

16分34秒21 渡邉　広4002 ﾜﾀﾅﾍﾞｺｳ 宮浦中学2年

16分36秒22 渡部　将平4122 ﾜﾀﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ

16分40秒23 伊藤　圭祐4131 ｲﾄｳｹｲｽｹ 上野ヶ丘T＆F

16分42秒24 北野　優介4073 ｷﾀﾉﾕｳｽｹ 菅野中学校

16分44秒25 山本　航4006 ﾔﾏﾓﾄﾜﾀﾙ 木島平中学ｸﾛｽｽｷｰ部

16分44秒26 小林　慶士4105 ｺﾊﾞﾔｼｹｲﾄ 小谷中学校アルペン

16分46秒27 坂口　健太4140 ｻｶｸﾞﾁｹﾝﾀ 山ノ内中クロス部

16分48秒28 大島　宗則4051 ｵｵｼﾏﾑﾈﾉﾘ 津南中学校

16分52秒29 村松　裕太4116 ﾑﾗﾏﾂﾕｳﾀ 腰越ＪＳＣ

16分58秒30 吉岡　芙唯人4095 ﾖｼｵｶﾌﾕﾄ 小谷中学校アルペン

16分58秒31 藤ノ木　勇人4049 ﾌｼﾞﾉｷﾕｳﾄ 津南中学校

16分58秒32 千国　真生4013 ﾁｸﾆﾏｻｷ アベベ駅伝クラブ

16分59秒33 安部　拓也4048 ｱﾍﾞﾀｸﾔ 津南中学校

17分 2秒34 原　由樹人4052 ﾊﾗﾕｷﾄ 津南中学校

17分 3秒35 塩嶋　稜一4059 ｼｵｼﾞﾏﾘｮｳｲﾁ 白馬村中学校クロス部

17分 5秒36 清水　凌4044 ｼﾐｽﾞﾘｮｳ 津南中学校

17分 7秒37 吉田　優4085 ﾖｼﾀﾞｽｸﾞﾙ 小谷中学校クロス

17分 8秒38 中村　侑平4025 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾍｲ

17分 9秒39 丸山　卓斗4143 ﾏﾙﾔﾏﾀｸﾄ 山ノ内中クロス部

17分10秒40 中村　駿4106 ﾅｶﾑﾗｼｭﾝ 腰越ＪＳＣ

17分13秒41 大橋　一允4074 ｵｵﾊｼｶｽﾞﾏｻ 菅野中学校

17分18秒42 滝沢　宏文4113 ﾀｷｻﾞﾜﾋﾛﾌﾐ 腰越ＪＳＣ

17分19秒43 鳥羽　大地4019 ﾄﾊﾞﾋﾛｷ 明科中学校

17分23秒44 細野　猛史4102 ﾎｿﾉﾀｹﾌﾐ 小谷中学校アルペン

17分23秒45 松澤　大樹4101 ﾏﾂｻﾞﾜﾋﾛｷ 小谷中学校アルペン

17分25秒46 山形　冬馬4125 ﾔﾏｶﾞﾀﾄｳﾏ 大町市立美麻中学校

17分26秒47 小杉　駿博4084 ｺｽｷﾞﾀｶﾋﾛ 片貝中学校

17分27秒48 鈴木　團4110 ｽｽﾞｷﾀﾞﾝ 腰越ＪＳＣ

17分30秒49 内堀　貴之4132 ｳﾁﾎﾞﾘﾀｶﾕｷ 山ノ内中クロス部

17分33秒50 梶谷　嶺4088 ｶｼﾞﾀﾆﾘｮｳ 小谷中学校クロス
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17分35秒51 村田　仁志4035 白馬村スキークラブ

17分35秒52 佐藤　世怜4133 ｻﾄｳｾﾚﾝ 山ノ内中クロス部

17分38秒53 小池　貴弘4076 ｺｲｹﾀｶﾋﾛ 菅野中学校

17分40秒54 徳竹　剛4137 ﾄｸﾀｹｺﾞｳ 山ノ内中クロス部

17分41秒55 藤ノ木　光4054 ﾌｼﾞﾉｷﾋｶﾘ 津南中学校

17分44秒56 渡部　有陽4118 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾊﾙ

17分48秒57 高橋　充4053 ﾀｶﾊｼﾐﾂﾙ 津南中学校

17分50秒58 依田　義明4128 ﾖﾀﾞﾖｼｱｷ 上野ヶ丘T＆F

17分56秒59 青木　友亮4068 ｱｵｷﾕｳｽｹ 菅野中学校

17分56秒60 秋元　健4138 ｱｷﾓﾄﾀｹﾙ 山ノ内中クロス部

17分56秒61 髙橋　升大4046 ﾀｶﾊｼｼｮｳﾀ 津南中学校

17分58秒62 半田　翔太郎4039 ﾊﾝﾀﾞｼｮｳﾀﾛｳ

17分58秒63 山田　武4071 ﾔﾏﾀﾞﾀｹｼ 菅野中学校

18分 0秒64 五十嵐　大輝4098 ｲｶﾞﾗｼﾀﾞｲｷ 小谷中学校アルペン

18分 2秒65 平川　拓矢4096 ﾋﾗｶﾜﾀｸﾔ 小谷中学校ジャンプ

18分 2秒66 安達　真太郎4083 ｱﾀﾞﾁｼﾝﾀﾛｳ 片貝中学校

18分 3秒67 吉澤　雄斗4087 ﾖｼｻﾞﾜﾕｳﾄ 小谷中学校クロス

18分 6秒68 中村　慎4097 ﾅｶﾑﾗｼﾝ 小谷中学校アルペン

18分 8秒69 神林　知樹4082 ｶﾝﾊﾞﾔｼﾄﾓｷ 片貝中学校

18分11秒70 村田　匡啓4027 ﾑﾗﾀﾏｻﾋﾛ 藤枝明誠中学

18分11秒71 丸山　隼士4037 白馬村スキークラブ

18分13秒72 篠崎　健太4064 ｼﾉｻﾞｷｹﾝﾀ 白馬村中学校クロス部

18分14秒73 渡辺　健太朗4040 ﾜﾀﾅﾍﾞｹﾝﾀﾛｳ 糸魚川東中学校陸上部

18分17秒74 宮田　茂4058 ﾐﾔﾀｼｹﾞﾙ 白馬村中学校クロス部

18分18秒75 橋本　舜4124 ﾊｼﾓﾄ ｼｭﾝ

18分18秒76 山本　大4141 ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲ 山ノ内中クロス部

18分18秒77 田村　俊介4090 ﾀﾑﾗｼｭﾝｽｹ 小谷中学校アルペン

18分18秒78 小松　慎也4004 ｺﾏﾂｼﾝﾔ 木島平中学校ｸﾛｽｽｷｰ部

18分20秒79 安達　正輝4080 ｱﾀﾞﾁﾏｻｷ 片貝中学校

18分21秒80 髙橋　克彰4043 ﾀｶﾊｼｶﾂｱｷ 津南中学校

18分23秒81 柳沢　正俊4139 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾏｻﾄｼ 山ノ内中クロス部

18分25秒82 荻原　崇彰4024 ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｶｱｷ

18分26秒83 山田　亮太4045 ﾔﾏﾀﾞﾘｮｳﾀ 津南中学校

18分26秒84 山崎　雄大4136 ﾔﾏｻﾞｷﾕｳﾀﾞｲ 山ノ内中クロス部

18分32秒85 横川　祐典4066 ﾖｺｶﾜﾕｳｽｹ 白馬村中学校クロス部

18分35秒86 津端　純三4050 ﾂﾊﾞﾀｼﾞｭﾝｿﾞｳ 津南中学校

18分37秒87 山崎　将輝4009 ﾔﾏｻｷﾏｻｷ

18分38秒88 五明　直人4114 ｺﾞﾐｮｳﾅｵﾄ 腰越ＪＳＣ

18分41秒89 村山　京平4047 ﾑﾗﾔﾏｷｮｳﾍｲ 津南中学校

18分42秒90 真篠　健也4008 ﾏｼﾉ ｹﾝﾔ 木島平中学校

18分47秒91 山本　照彦4134 ﾔﾏﾓﾄﾃﾙﾋｺ 山ノ内中クロス部

18分48秒92 山賀　貴之4078 ｱﾏｶﾞﾀｶﾕｷ 片貝中学校

18分53秒93 八木　英樹4145 ﾔｷﾞﾋﾃﾞｷ 八木ファミリー

18分58秒94 安部　雄一郎4081 ｱﾍﾞﾕｳｲﾁﾛｳ 片貝中学校

18分59秒95 太谷　将大4033 白馬村スキークラブ

19分 2秒96 細谷　優太4130 ﾎｿﾔﾕｳﾀ 上野ヶ丘T＆F

19分 4秒97 村田　靖典4115 ﾑﾗﾀﾔｽﾉﾘ 腰越ＪＳＣ

19分 5秒98 篠崎　達貴4067 ｼﾉｻﾞｷﾀﾂｷ 白馬村中学校クロス部

19分11秒99 渡部　駿太郎4121 ﾜﾀﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ

19分21秒100 中村　祐樹4126 ﾅｶﾑﾗﾕｳｷ 上野ヶ丘T＆F
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19分24秒101 山本　大貴4001 ﾔﾏﾓﾄﾋﾛｷ 木島平中学校

19分29秒102 岩本　淳兵4032 白馬村スキークラブ

19分37秒103 宮嶋　篤海4103 ﾐﾔｼﾞﾏｱﾂﾐ 小谷中学校アルペン

19分38秒104 石田　真彬4091 ｲｼﾀﾞﾏｻｱｷ 小谷中学校アルペン

19分41秒105 佐藤　栄太郎4060 ｻﾄｳｴｲﾀﾛｳ 白馬村中学校クロス部

19分43秒106 竹村　昇平4146 ﾀｹﾑﾗｼｮｳﾍｲ 豊丘中学校1年

19分55秒107 田中　健太郎4003 ﾀﾅｶｹﾝﾀﾛｳ 佐久長聖中学校

19分59秒108 木村　祐輝4056 ｷﾑﾗﾕｳｷ 津南中学校

20分 1秒109 耳塚　允彦4034 白馬村スキークラブ

20分 3秒110 角谷　光輔4117 ｽﾐﾔ ｺｳｽｹ

20分 9秒111 小林　尚斗4017 ｺﾊﾞﾔｼﾅｵﾄ

20分37秒112 栗田　桂4099 ｸﾘﾀｹｲ 小谷中学校ジャンプ

20分55秒113 長澤　晨哉4065 ﾅｶﾞｻﾜｼﾝﾔ 白馬村中学校クロス部

21分 1秒114 沓掛　有佑4021 ｸﾂｶｹ ﾕｳｽｹ

21分 5秒115 音　信之介4042 ｵﾄｼﾝﾉｽｹ 春風クラブ

21分26秒116 丸山　琢人4030 白馬村スキークラブ

21分34秒117 佐藤　慶和4144 ｻﾄｳﾖｼｶｽﾞ 山ノ内中クロス部

21分48秒118 宮澤　数磨4086 ﾐﾔｻﾞﾜｶｽﾞﾏ 小谷中学校ジャンプ

21分52秒119 真篠　和滉4018 ﾏｼﾉｶｽﾞｷ 木島平中学校スキー部

21分55秒120 清水　貴裕4041 ｼﾐｽﾞﾀｶﾋﾛ 春風クラブ

22分27秒121 中村　寿真4022 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ

22分36秒122 千国　孝明4093 ﾁｸﾆﾀｶｱｷ 小谷中学校アルペン

23分10秒123 野口　岳寿4029 白馬村スキークラブ

23分31秒124 平林　雅彦4028 ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾏｻﾋｺ 白馬中学校

24分27秒125 松澤　涼太4104 ﾏﾂｻﾞﾜﾘｮｳﾀ 小谷中学校ジャンプ

25分 3秒126 高橋　拓也4026 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ

25分16秒127 横澤　和也4092 ﾖｺｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 小谷中学校アルペン

25分19秒128 豊田　大海4023 ﾄﾖﾀ ﾋﾛｳﾐ

25分23秒129 猪股　寛之4057 ｲﾉﾏﾀﾋﾛﾕｷ 白馬村中学校クロス部

27分 7秒130 沖中　鯨二4031 白馬村スキークラブ

28分 0秒131 後藤　研太郎4036 白馬村スキークラブ
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