
- 第11回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

9部　1km小学生3,4年男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2008/7/20

スタート ： 9:40:00

コース ：1988長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 　

会場 ：白馬スノーハープ 　

3分39秒1 西澤　廣2021 ﾆｼｻﾞﾜｺｳ おたりのほし

3分44秒2 栢下　諒2020 ｶﾔｼﾀﾏｺﾄ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

3分44秒3 西山　蒼2041 ﾆｼﾔﾏｿｳ 池田小学校

3分44秒4 宮崎　航2075 ﾐﾔｻﾞｷｺｳ A・C・TOYAMA　Jr.

3分46秒5 市川　楓2069 ｲﾁｶﾜｶｴﾃﾞ 腰越JSC

3分53秒6 大月　海世2005 ｵｵﾂｷｶｲｾｲ 明南小学校

3分53秒7 高木　航志2073 ﾀｶｷﾞｺｳｼ 腰越JSC

3分54秒8 満澤　辰祥2068 ﾐﾂｻﾞﾜﾀﾀﾂﾖｼ 駒ヶ根中沢RC

3分55秒9 山本　雄陽2001 ﾔﾏﾓﾄﾕｳﾋ 木島平南部小学校

3分56秒10 長谷川　洸貴2088 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｷ 伊興小

3分58秒11 保倉　敏樹2039 ﾎｸﾗﾄｼｷ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4分00秒12 木田　元春2002 ｷﾀﾞﾓﾄﾊﾙ 信濃ｳｨﾝｸﾞ

4分02秒13 太島　綾志2045 ｵｵｼﾏﾘｮｳｼﾞ 城ヶ丘XC

4分03秒14 横山　武史2059 ﾖｺﾔﾏﾀｹｼ 白馬南小ｸﾛｽ部

4分04秒15 久保　湧聖2067 ｸﾎﾞﾕｳｾｲ 山ノ内東小学校

4分05秒16 中山　大暉2047 ﾅｶﾔﾏﾋﾛｷ 山ノ内南小学校

4分06秒17 山本　涼太2065 ﾔﾏﾓﾄﾘｮｳﾀ 山ノ内東小学校

4分08秒18 今井　一紘2077 ｲﾏｲｶｽﾞﾋﾛ おぢやファイトクラブ

4分09秒19 丸山　幸輝2040 ﾏﾙﾔﾏｺｳｷ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4分10秒20 篠崎　仁志2083 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾄｼ 白馬南小学校

4分11秒21 山戸　規貴2048 ﾔﾏﾄﾉﾘｷ 山ノ内南小学校

4分11秒22 村上　領2009 ﾑﾗｶﾐﾘｮｳ 共和小学校

4分11秒23 笹沢　健司2072 ｻｻｻﾞﾜｹﾝｼﾞ 腰越JSC

4分12秒24 山本　勇悟2051 ﾔﾏﾓﾄﾕｳｺﾞ 山ノ内南小学校

4分14秒25 武田　真洋2022 ﾀｹﾀﾞﾏｻﾋﾛ 白馬ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ

4分14秒26 千國　友彦2015 ﾁｸﾆﾄﾓﾋｺ おたりのかぜ

4分14秒27 石塚　翔大2016 ｲｼﾂﾞｶｼｮｳﾀ おたりのかぜ

4分15秒28 笠原　陸2063 ｶｻﾊﾗﾘｸ 山ノ内東小学校

4分19秒29 岩下　聖2064 ｲﾜｼﾀﾋｼﾞﾘ 山ノ内東小学校

4分19秒30 畔上　晃2060 ｱｾﾞﾋｶﾙ 山ノ内東小学校

4分20秒31 千野　泰河2027 ﾁﾉﾀｲｶﾞ 飯山小学校

4分22秒32 荻原　環2071 ｵｷﾞﾜﾗｶﾝ 腰越JSC

4分22秒33 北村　健士郎2017 ｷﾀﾑﾗｹﾝｼﾛｳ おたりのかぜ

4分22秒34 猪股　優2012 ｲﾉﾏﾀﾕｳ おたりのかぜ

4分24秒35 廣瀬　久志2029 ﾋﾛｾﾋｻｼ 裾花小学校

4分25秒36 渡辺　柊太朗2044 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｭｳﾀﾛｳ 城ヶ丘XC

4分26秒37 加藤　祐二2074 ｶﾄｳﾕｳｼﾞ アラマキッズ

4分26秒38 長沢　匠吾2055 ﾅｶﾞｻﾜｼｮｳｺﾞ 白馬南小学校

4分27秒39 竹村　泰河2056 ﾀｹﾑﾗﾀｲｶﾞ

4分27秒40 長谷川　裕也2036 ﾊｾｶﾞﾜﾕｳﾔ 南部小学校ｽｷｰ部

4分29秒41 武田　直樹2050 ﾀｹﾀﾞﾅｵｷ 山ノ内南小学校

4分29秒42 黒岩　立2062 ｸﾛｲﾜﾀﾂﾙ 山ノ内東小学校

4分30秒43 宮崎　雄也2066 ﾐﾔｻﾞｷﾕｳﾔ 山ノ内東小学校

4分32秒44 竹村　地智2004 ﾀｹﾑﾗﾁｻﾄ 柳原小学校

4分32秒45 金澤　篤而2042 ｶﾅｻﾞﾜｱﾂｼ

4分33秒46 松村　恵吾2011 ﾏﾂﾑﾗｹｲｺﾞ

4分35秒47 小合　翔大2080 ｵｺﾞｳ 明科かけっこクラブ

4分35秒48 小倉　大輝2013 ｵｸﾞﾗﾀﾞｲｷ おたりのかぜ

4分35秒49 山戸　晶太2049 ﾔﾏﾄｼｮｳﾀ 山ノ内南小学校

4分37秒50 坪田　大河2079 ﾂﾎﾞﾀ 明科かけっこクラブ
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4分37秒51 泉原　直幸2052 ｲｽﾞﾐﾊﾗﾅｵﾕｷ 白馬北小学校

4分38秒52 板敷　祐斗2086 ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ ゆうとくん

4分39秒53 中澤　誠2006 ﾅｶｻﾞﾜﾏｺﾄ

4分41秒54 矢口　岳樹2019 ﾔｸﾞﾁﾀｹｷ おたりのかぜ

4分41秒55 栗林　和希2034 ｸﾘﾊﾞﾔｼｶｽﾞｷ 南部小学校ｽｷｰ部

4分42秒56 竹前　諒也2089 ﾀｹﾏｴ ﾘｮｳﾔ

4分44秒57 戸澤　洋平2026 ﾄｻﾞﾜﾖｳﾍｲ 共和小学校

4分46秒58 近藤　雅明2061 ｺﾝﾄﾞｳﾏｻｱｷ 山ノ内東小学校

4分46秒59 松沢　渓太2058 ﾏﾂｻﾞﾜｹｲﾀ

4分47秒60 渡辺　奎吾2038 ﾜﾀﾅﾍﾞｹｲｺﾞ 南部小学校ｽｷｰ部

4分48秒61 田代　圭吾2023 ﾀｼﾛｹｲｺﾞ 白馬北小学校

4分52秒62 西野　克樹2076 ﾆｼﾉｶﾂｷ おぢやファイトクラブ

4分52秒63 上條　俊文2028 ｶﾐｼﾞｮｳ 今井小学校

4分53秒64 丸山　翔吾2018 ﾏﾙﾔﾏｼｮｳｺﾞ おたりのかぜ

4分54秒65 小穴　凌万2090 ｵｱﾅ ﾘｮｳﾏ 菅野小学校

4分54秒66 片野　湧介2025 ｶﾀﾉﾕｳｽｹ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

4分55秒67 片野　陽介2024 ｶﾀﾉﾖｳｽｹ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

4分56秒68 中野　太輔2010 ﾅｶﾉﾀﾞｲｽｹ 白馬ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ

4分56秒69 紙浦　輝2053 ｶﾐｳﾗﾋｶﾙ 白馬北小学校

4分58秒70 高平　勇太2007 ﾀｶﾋﾗﾕｳﾀ 美麻小学校

4分59秒71 篠﨑　元太2054 ｼﾉｻﾞｷｹﾞﾝﾀ 白馬南小学校

5分01秒72 浦野　息吹2085 ｳﾗﾉ ｲﾌﾞｷ 大泉西小

5分02秒73 工藤　慶太郎2070 ｸﾄﾞｳｹｲﾀﾛｳ 腰越JSC

5分09秒74 富山　剛2082 ﾄﾐﾔﾏ ﾂﾖｼ チーム・ティ

5分09秒75 渡辺　大靖2031 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｲｾｲ 科野XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分12秒76 広川　悠太2084 ﾋﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 祖師谷ＦＣ

5分12秒77 占野　絋希2003 ｼﾒﾉｺｳｷ

5分13秒78 村竹　俊洸2046 ﾑﾗﾀｹﾄｼﾋﾛ 城ヶ丘XC

5分18秒79 横川　雄大2057 ﾖｺｶﾜﾕｳﾀ 白馬南小学校

5分19秒80 永田　愛弥2030 ﾅｶﾞﾀﾏﾅﾔ 白馬ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ

5分27秒81 中村　勇樹2033 ﾅｶﾑﾗﾕｳｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

5分29秒82 庭野　浩暉2043 ﾆﾜﾉｺｳｷ 城ヶ丘XC

5分31秒83 板津　智之2081 ｲﾀﾂﾞ ﾄﾓﾕｷ 弥生小学校
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