
- 第９回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

23部　一般男子（高校生以上） 8km
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 備考

 2006/7/16

スタート： 8:00:00

会場: 長野県白馬村

主催: 大会組織委員会

29分27秒1 原　武司183 ﾊﾗﾀｹｼ 飯田・下伊那

29分29秒2 新木　剛史214 ｱﾗｷ ﾀｹｼ 利根クラブ

29分40秒3 竹田　未距148 ﾀｹﾀﾞﾐﾉﾘ ＹＧＲＣ

29分42秒4 林　勇輝277 ﾊﾔｼﾕｳｷ 大同特殊鋼

29分56秒5 田村　裕一121 ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 利根クラブ

30分 2秒6 梅沢　裕樹125 ｳﾒｻﾞﾜ ﾕｳｷ 寿物産

30分 6秒7 松永　光雄284 ﾏﾂﾅｶﾞﾐﾂｵ 大同特殊鋼

30分28秒8 伊藤　秀平280 ｲﾄｳｼｭｳﾍｲ 大同特殊鋼

31分18秒9 古澤　貴仁300 ﾌﾙｻﾜﾀｶﾋﾄ

31分23秒10 柏原　暢仁160 ｶｼﾜﾊﾞﾗﾉﾌﾞﾋﾄ 長野県飯山南高等学校スキ

31分26秒11 松下　善幸184 ﾏﾂｼﾀﾖｼﾕｷ 飯田・下伊那

31分28秒12 中田　武宏250 ﾅｶﾀﾀｹﾋﾛ 春風クラブ

31分29秒13 秋田　雅彦187 ｱｷﾀﾏｻﾋｺ 飯田・下伊那

31分35秒14 太田　光平251 ｵｵﾀｺｳﾍｲ 白馬高校スキー部

31分57秒15 山田　主158 ﾔﾏﾀﾞﾂｶｻ 長野県飯山南高等学校スキ

32分15秒16 菊池　努213 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 横河電機

32分20秒17 成瀬　開地271 ﾅﾙｾｶｲﾁ 白馬高校スキー部

32分23秒18 廣内　慎一122 ﾋﾛｳﾁ ｼﾝｲﾁ 日立建機

32分27秒19 角田　稜265 ﾂﾉﾀﾞﾘｮｳ 白馬高校スキー部

32分32秒20 佐渡　学130 ｻﾄﾞ ﾏﾅﾌﾞ ＹＧＲＣ

32分34秒21 宮澤　徹268 ﾐﾔｻﾞﾜﾄｵﾙ 白馬高校スキー部

32分47秒22 阿部　哲哉156 ｱﾍﾞﾃﾂﾔ 長野県飯山南高等学校スキ

32分49秒23 近藤　暢昭299 ｺﾝﾄﾞｳﾉﾌﾞｱｷ

32分51秒24 太田　圭祐267 ｵｵﾀｹｲｽｹ 白馬高校スキー部

32分51秒25 鈴木　慶138 ｽｽﾞｷ ｹｲ

32分59秒26 森田　嘉之282 ﾓﾘﾀﾖｼﾕｷ 大同特殊鋼

33分 3秒27 森川　大246 ﾓﾘｶﾜﾀｶｼ 下高井農林高等学校スキー

33分 7秒28 長澤　駿269 ﾅｶﾞｻﾜｼｭﾝ 白馬高校スキー部

33分10秒29 関澤　涼234 ｾｷｻﾞﾜﾘｮｳ 下高井農林高等学校スキー

33分19秒30 金子　望203 ｶﾈｺﾉｿﾞﾑ 北越舗道

33分24秒31 細井　貴裕292 ﾎｿｲﾀｶﾋﾛ 小谷体協

33分25秒32 羽岡　哲郎174 ﾊｵｶ ﾃﾂｵ 日本ＴＩ

33分32秒33 佐藤　孝行127 ｻﾄｳﾀｶﾕｷ 小谷村

33分35秒34 清田　克司143 ｾｲﾀﾞｶﾂｼ 黒部ランナーズクラブ

33分53秒35 栗山　雄大257 ｸﾘﾔﾏﾕｳｷ 白馬高校スキー部

34分 1秒36 松沢　譲270 ﾏﾂｻﾞﾜﾕｽﾞﾙ 白馬高校スキー部

34分 3秒37 大熊　雄太157 ｵｵｸﾏﾕｳﾀ 長野県飯山南高等学校スキ

34分26秒38 八木　伸一276 ﾔｷﾞｼﾝｲﾁ 大同特殊鋼

34分30秒39 上村　亮介260 ｶﾐﾑﾗﾘｮｳｽｹ 白馬高校スキー部

34分33秒40 古寺　友博281 ｺﾃﾗﾄﾓﾋﾛ 大同特殊鋼

34分48秒41 牧野　啓一166 ﾏｷﾉ ｹｲｲﾁ 糸魚川・蛍

35分 3秒42 丸山　航平154 ﾏﾙﾔﾏｺｳﾍｲ 長野県飯山南高等学校スキ

35分31秒43 宮崎　達也155 ﾐﾔｻﾞｷﾀﾂﾔ 長野県飯山南高等学校スキ

35分58秒44 新出　幸彦249 ｽﾝﾃﾞﾕｷﾋｺ 春風クラブ

36分12秒45 星野　一貴223 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾀｶ

36分15秒46 松原　耕治163 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ

36分21秒47 西村　潤一247 ﾆｼﾑﾗｼﾞｭﾝｲﾁ 春風クラブ

36分26秒48 嘉部　勝喜191 ｶﾍﾞｶﾂｷ 大星ビル管理㈱

36分27秒49 井上　友貴262 ｲﾉｳｴﾕｳｷ 白馬高校スキー部

36分32秒50 奥村　秀樹186 ｵｸﾑﾗﾋﾃﾞｷ 飯田・下伊那
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36分44秒51 黒岩　紳哉202 ｸﾛｲﾜｼﾝﾔ 尾瀬高等学校

37分 9秒52 棟田　裕也261 ﾑﾈﾀﾞﾕｳﾔ 白馬高校スキー部

37分33秒53 渡辺　直志235 ﾜﾀﾅﾍﾞﾅｵｼ チーム2000

37分45秒54 米川　博之237 ﾖﾈｶﾜﾋﾛﾕｷ アンビバレンス

37分49秒55 佐藤　強279 ｻﾄｳﾂﾖｼ 大同特殊鋼

38分 0秒56 田口　慶256 ﾀｸﾞﾁｹｲ 白馬高校スキー部

38分 9秒57 永井　史朗109 ﾅｶﾞｲ ｼﾛｳ 少年工科学校

38分53秒58 岸　英夫248 ｷｼﾋﾃﾞｵ 春風クラブ

39分15秒59 小河原　一浩215 ｵｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ＺＬアスリート

39分23秒60 井上　文雄108 ｲﾉｳｴﾌﾐｵ 富士里小PTA

39分41秒61 松澤　平259 ﾏﾂｻﾞﾜﾀｲﾗ 白馬高校スキー部

39分47秒62 小林　満135 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ ｅＡ茨城

40分 0秒63 大山　政雄107 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 糸魚川・蛍

40分 8秒64 山崎　優次219 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 高崎製作所

40分24秒65 阿久津　友作210 ｱｸﾂ ﾕｳｻｸ ロッカーズ

40分43秒66 島田　正和212 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ カテゴリー６

40分43秒67 中谷　俊禎128 ﾅｶﾔﾄｼﾀｶ

40分51秒68 神谷　康夫194 ｶﾐﾔﾔｽｵ さいたま市消防局

41分 2秒69 斉藤　孝輝266 ｻｲﾄｳｺｳｷ 白馬高校スキー部

41分 7秒70 沼田　雄司208 ﾇﾏﾀ ﾕｳｼﾞ

41分12秒71 小池　英希116 ｺｲｹ ﾋﾃﾞｷ JANETS

41分54秒72 吉崎　隆弘239 ﾖｼｻﾞｷﾀｶﾋﾛ

42分 4秒73 上遠野　大地253 ｶﾄｳﾉﾀﾞｲﾁ 白馬高校スキー部

42分 8秒74 池田　昌幸232 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

42分11秒75 小川　文太255 ｵｶﾞﾜﾌﾞﾝﾀ 白馬高校スキー部

42分13秒76 前嶋　明弘165 ﾏｴｼﾏ ｱｷﾋﾛ

42分15秒77 宇井　知樹117 ｳｲﾄﾓｷ

42分21秒78 松本　亮171 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ トヨタ９スター

42分36秒79 水野　友秋199 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｱｷ 花舎AC☆白馬北小

42分42秒80 小日向　毅124 ｺﾋﾅﾀ ﾂﾖｼ

42分55秒81 松澤　義和115 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 山の音楽家

42分58秒82 佐藤　知宏180 ｻﾄｳﾄﾓﾋﾛ 糸魚川・蛍

43分 9秒83 富山　愛隆162 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

43分16秒84 柳　世勲272 ﾕｳｾﾌﾝ 白馬高校スキー部

43分31秒85 岩間　哲士140 ｲﾜﾏ ﾃﾂｼﾞ

43分34秒86 増田　祐介278 ﾏｽﾀﾞﾕｳｽｹ 大同特殊鋼

43分36秒87 菱田　敏一206 ﾋｼﾀﾞﾄｼｶｽﾞ

43分39秒88 伊藤　剛181 ｲﾄｳﾂﾖｼ

43分41秒89 今泉　大輔200 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ

43分44秒90 土方　健太郎295 ﾋｼﾞｶﾀｹﾝﾀﾛｳ ㈱コナミスポーツ＆ライフ

43分45秒91 橋野　肇178 ﾊｼﾉ ﾊｼﾞﾒ ＤＨＡ

44分 5秒92 中込　祥291 ﾅｶｺﾐｼｮｳ 韮崎工業高校山岳部

44分 8秒93 原田　新一郎287 ﾊﾗﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 茅野楽走会

44分 9秒94 茂手木　聡185 ﾓﾃｷﾞﾐﾉﾙ 飯田・下伊那

44分19秒95 伊藤　裕之150 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ チーム伊藤家

44分20秒96 吉田　昭人218 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 白馬乗鞍ＳＳ

44分28秒97 石澤　一芳195 ｲｼｻﾞﾜｶｽﾞﾖｼ 鬼無里小学校

44分36秒98 能勢　悠聖289 ﾉｾﾕｳｾｲ どすこい同好会

44分44秒99 柴田　泰司236 ｼﾊﾞﾀﾔｽｼﾞ ひだ高山健走会

44分53秒100 臼杵　初164 ｳｽｷ ﾊｼﾞﾒ
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44分55秒101 殿村　茂172 ﾄﾉﾑﾗｼｹﾞﾙ 黒部ランナーズ

45分11秒102 横山　武久151 ﾖｺﾔﾏﾀｹﾋｻ

45分14秒103 小倉　清孝241 ｵｸﾞﾗｷﾖﾀｶ

45分15秒104 金子　幸夫192 ｶﾈｺﾕｷｵ 成羽稲背脛RC

45分20秒105 高橋　厚132 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 読売新聞東京

45分31秒106 間部　幹夫104 ﾏﾅﾍﾞ ﾐｷｵ ミッキー走友会

45分33秒107 吉田　裕志173 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ

46分 5秒108 平野　一篤220 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾏ 高崎製作所

46分 6秒109 斉藤　仁志193 ｻｲﾄｳﾋﾄｼ アルピコRC

46分16秒110 高木　秀夫147 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 長野工業

46分17秒111 佐々木　徹297 ｻｻｷﾄｵﾙ お達者クラブ

46分22秒112 角屋　一170 ｶﾄﾞﾔ ﾊｼﾞﾒ ＤＨＡ

46分31秒113 郷津　翔大258 ｺﾞｳﾂﾞｼｮｳﾀ 白馬高校スキー部

46分46秒114 下島　真二126 ｼﾓｼﾞﾏｼﾝｼﾞ ＮＴＮ長野

47分 4秒115 藤巻　秀敏114 ﾌｼﾞﾏｷﾋﾃﾞﾄｼ 糸魚川・蛍

47分12秒116 藤田　洋一105 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｲﾁ

47分20秒117 馬場　今朝勇179 ﾊﾞﾊﾞｹｻｵ

47分20秒118 角川　昭宏111 ﾂﾉｶﾜ ｱｷﾋﾛ ＮＴＮ長野

48分 8秒119 石原　勇二146 ｲｼﾊﾗﾕｳｼﾞ

48分39秒120 中山　均136 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 関西大学スキー

49分23秒121 青木　幸一郎242 ｱｵｷｺｳｲﾁﾛｳ

49分32秒122 中尾　俊之119 ﾅｶｵﾄｼﾕｷ

49分35秒123 谷野　重夫134 ﾔﾉｼｹﾞｵ フル楽走会

49分43秒124 木下　真一294 ｷﾉｼﾀｼﾝｲﾁ ㈱コナミスポーツ＆ライフ

49分50秒125 酒井　利政141 ｻｶｲﾄｼﾏｻ

49分51秒126 藤井　武志169 ﾋｼﾞｲﾀｹｼ

49分58秒127 宅島　勉216 ﾀｸｼﾏ ﾂﾄﾑ ＤＨＡ

50分 4秒128 武田　茂憲196 ﾀｹﾀﾞｼｹﾞﾉﾘ コッコクラブ

50分14秒129 谷口　由弘129 ﾀﾆｸﾞﾁﾖｼﾋﾛ

50分22秒130 中川　万規人227 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｷﾄ 酒ＲＵＮ会

50分38秒131 大久保　岳生139 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｹｵ 糸魚川・蛍

50分45秒132 荒谷　泰治152 ｱﾗﾀﾆﾔｽｼﾞ 大同工業

50分50秒133 佐々木　千明118 ｻｻｷﾁｱｷ

50分58秒134 伏江　正人209 ﾌｼｴﾏｻﾄ

51分 7秒135 長屋　征四郎198 ﾅｶﾞﾔ ｾｲｼﾛｳ

51分19秒136 稲村　敏宏221 ｲﾅﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ

52分58秒137 近藤　真也207 ｺﾝﾄﾞｳｼﾝﾔ 茶臼山走ろう会

52分59秒138 宮木　昌広228 ﾐﾔｷ ﾏｻﾋﾛ 酒ＲＵＮ会

53分26秒139 阿部　尚真224 ｱﾍﾞ ﾋｻﾅｵ

53分34秒140 田中　栄一182 ﾀﾅｶｴｲｲﾁ

54分 4秒141 中島　晴男226 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｵ 酒ＲＵＮ会

54分20秒142 前堀　航輝252 ﾏｴﾎﾞﾘｺｳｷ 白馬高校スキー部

54分34秒143 島田　宏103 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 羽村カヌー

54分49秒144 佐藤　聡243 ｻﾄｳｱｷﾗ 村松とうちゃんズ

54分54秒145 山崎　一雄167 ﾔﾏｻｷｶｽﾞｵ

55分16秒146 宮城　布明230 ﾐﾔｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ

55分26秒147 増野　智経197 ﾏｽﾉ ﾄﾓﾉﾘ

56分46秒148 竹原　洋一137 ﾀｹﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 三共ＪＪランナ

56分48秒149 瀬戸　雄太222 ｾﾄ ﾕｳﾀ 酒ＲＵＮ会

57分58秒150 近藤　実204 ｺﾝﾄﾞｳﾐﾉﾙ 茶臼山走ろう会
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1時間 0分 2秒151 近藤　達也205 ｺﾝﾄﾞｳﾀﾂﾔ 茶臼山走ろう会

1時間 2分37秒152 鈴木　聡之298 ｽｽﾞｷｻﾄｼ ENA　COMMUNICATION

1時間 3分50秒153 長田　稔110 ｵｻﾀﾞﾐﾉﾙ

1時間 3分50秒154 大舘　徹233 ｵｵﾀﾞﾁ ﾄｵﾙ カワイＲＲＣ

1時間18分18秒155 竹内　長男123 ﾀｹｳﾁﾀｹｵ
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