
- 第11回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

10部　1.5km小学生5,6年男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2008/7/20

スタート ： 9:50:00

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 　

5分02秒1 安達　大和3035 ｱﾀﾞﾁﾔﾏﾄ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分04秒2 箱山　陸人3090 ﾊｺﾔﾏﾘｸﾄ 腰越JSC

5分04秒3 馬場　直人3080 ﾊﾞﾊﾞﾅｵﾄ 山ノ内東小学校

5分19秒4 木澤　琢真3036 ｷｻﾞﾜﾀｸﾏ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分26秒5 篠﨑　拓弥3034 ｼﾉｻﾞｷﾀｸﾐ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分28秒6 千國　剛史3025 ﾁｸﾆﾂﾖｼ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

5分37秒7 柳沢　充保3093 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾐﾂﾔｽ 腰越JSC

5分38秒8 長江　佑樹3007 ﾅｶﾞｴﾕｳｷ 多治見ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分38秒9 井口　龍輝3084 ｲｸﾞﾁﾘｭｳｷ 駒ヶ根中沢RC

5分39秒10 糸乗　佳太3023 ｲﾄﾉﾘｹｲﾀ 山ノ内西小学校

5分40秒11 山﨑　航3003 ﾔﾏｻﾞｷﾜﾀﾙ 明科かけっこクラブ

5分44秒12 杣田　銀史朗3097 ｿﾏﾀﾞｷﾞﾝｼﾛｳ A・C・TOYAMA　Jr.

5分45秒13 松木　之衣3050 ﾏﾂｷｺﾉｴ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5分45秒14 荒木　遼汰3014 ｱﾗｷﾘｮｳﾀ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分46秒15 西村　達3026 ﾆｼｳﾗﾄｵﾙ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

5分48秒16 髙力　雄大3033 ﾀｶﾘｷﾕｳﾀ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分53秒17 岡澤　悠太3005 ｵｶｻﾞﾜﾕｳﾀ おたりのほし

5分53秒18 安藤　拓真3085 ｱﾝﾄﾞｳﾀｸﾏ 駒ヶ根中沢RC

5分54秒19 中山　貴裕3089 ﾅｶﾔﾏﾀｶﾋﾛ 腰越JSC

5分55秒20 長島　均3079 ﾅｶﾞｼﾏﾋﾄｼ 山ノ内東小学校

5分55秒21 塩澤　芙雪3028 ｼｵｻﾞﾜﾌﾕｷ 白馬南小学校

5分56秒22 奥原　隼太3032 ｵｸﾊﾗｼｭﾝﾀ 松川小学校

5分57秒23 関口　大樹3012 ｾｷｸﾞﾁﾀｲｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分57秒24 荒武　知樹3009 ｱﾗﾀｹﾄﾓｷ 滝呂小学校

5分57秒25 小林　優矢3092 ｺﾊﾞﾔｼﾕｳﾔ 腰越JSC

5分58秒26 小林　比呂3011 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾛ 柏原小学校

6分00秒27 庭野　司3055 ﾆﾜﾉﾂｶｻ 城ヶ丘XC

6分00秒28 山岸　朋輝3021 ﾔﾏｷﾞｼﾄﾓｷ 山ノ内西小学校

6分00秒29 塚田　晃大3114 ﾂｶﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 山ノ内西小スキークラブ

6分01秒30 石川　夏暉3048 ｲｼｶﾜﾅﾂｷ 南部小学校ｽｷｰ部

6分03秒31 伊藤　祐朔3094 ｲﾄｳﾕｳｻｸ 腰越JSC

6分04秒32 縣　勇貴3001 ｱｶﾞﾀﾕｳｷ 松川小学校

6分04秒33 本間　有次3078 ﾎﾝﾏﾕｳｼﾞ 山ノ内東小学校

6分05秒34 大塚　栄青3046 ｵｵﾂｶｴｲｾｲ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分08秒35 佐藤　碧海3110 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ だるまっ黒っす

6分09秒36 小林　諒汰3091 ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ 腰越JSC

6分09秒37 染谷　大樹3038 ｿﾒﾔﾀﾞｲｷ 野田ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ

6分09秒38 小池　悠介3042 ｺｲｹﾕｳｽｹ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分09秒39 宗藤　健矢3037 ﾑﾈﾄｳｹﾝﾔ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分10秒40 中村　優斗3083 ﾅｶﾑﾗﾕｳﾄ 戸狩小学校

6分10秒41 中村　樹生3039 ﾅｶﾑﾗﾀﾂｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分11秒42 丸山　和輝3052 ﾏﾙﾔﾏｶｽﾞｷ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分12秒43 千國　健介3020 ﾁｸﾆｹﾝｽｹ おたりのかぜ

6分14秒44 下平　彬宏3087 ｼﾓﾀﾞｲﾗｱｷﾋﾛ 駒ヶ根中沢RC

6分15秒45 内田　亜汰瑠3059 ｳﾁﾀﾞｱﾀﾙ 山ノ内南小学校

6分18秒46 郷津　朋稀3016 ｺﾞｳﾂﾞﾄﾓｷ

6分19秒47 森　優3041 ﾓﾘｽｸﾞﾙ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分19秒48 菅沼　諒太3088 ｽｶﾞﾇﾏﾘｮｳﾀ 駒ヶ根中沢RC

6分20秒49 桜井　龍馬3061 ｻｸﾗｲﾘｮｳﾏ 山ノ内南小学校

6分20秒50 松倉　源師3045 ﾏﾂｸﾗｹﾞﾝｾｲ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ
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6分21秒51 田中　義紀3027 ﾀﾅｶﾖｼｷ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

6分21秒52 米沢　海人3096 ﾖﾈｻﾞﾜｶｲﾄ A・C・TOYAMA　Jr.

6分22秒53 小澤　恵太3086 ｵｻﾞﾜｹｲﾀ 駒ヶ根中沢RC

6分23秒54 横川　大悟3068 ﾖｺｶﾜﾀﾞｲｺﾞ 白馬南小学校

6分23秒55 小松　郁也3047 ｺﾏﾂﾌﾐﾔ 南部小学校ｽｷｰ部

6分24秒56 高相　幸也3075 ﾀｶｿｳﾕｷﾔ 山ノ内東小学校

6分26秒57 松本　滉3031 ﾏﾂﾓﾄﾋｶﾙ 白馬南小学校

6分26秒58 郷津　智史3043 ｺﾞｳｽﾞｻﾄｼ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分27秒59 関谷　健3002 ｾｷﾔﾀｹﾙ

6分28秒60 丸山　樹良3073 ﾏﾙﾔﾏｷﾗ 山ノ内東小学校

6分28秒61 和田　達也3051 ﾜﾀﾞﾀﾂﾔ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分30秒62 古宮　真名登3113 ｺﾐﾔ ﾏﾅﾄ

6分30秒63 田代　勇輔3030 ﾀｼﾛﾕｳｽｹ 白馬北小学校

6分31秒64 田中　大輝3099 ﾀﾅｶﾀﾞｲｷ おぢやファイトクラブ

6分31秒65 中山　陸3074 ﾅｶﾔﾏﾘｸ 山ノ内東小学校

6分34秒66 伊藤　壮矢3013 ｲﾄｳｿｳﾔ

6分35秒67 松下　剛3103 ﾏﾂｼﾀﾂﾖｼ とよおかキッズ

6分35秒68 鈴木　颯太郎3065 ｽｽﾞｷｿｳﾀﾛｳ 白馬南小学校

6分36秒69 藤沢　樹生3098 ﾌｼﾞｻﾜｲﾂｷ A・C・TOYAMA　Jr.

6分38秒70 的場　大雅3044 ﾏﾄﾊﾞﾀｲｶﾞ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分39秒71 飯塚　涼太3024 ｲｲﾂﾞｶﾘｮｳﾀ 山ノ内西小学校

6分39秒72 高野　拡美3049 ﾀｶﾉﾋﾛﾐ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分39秒73 藤原　亨祐3004 ﾌｼﾞﾜﾗｷｮｳｽｹ 明科かけっこC

6分39秒74 久保田　智之3104 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾕｷ 明科かけっこクラブ

6分40秒75 湯本　旬祐3081 ﾕﾓﾄｼｭﾝｽｹ 山ノ内東小学校

6分42秒76 猪股　駿3017 ｲﾉﾏﾀｼｭﾝ おたりのかぜ

6分43秒77 斉藤　奨3070 ｻｲﾄｳｼｮｳ 白馬南小学校

6分44秒78 高相　拓海3077 ﾀｶｿｳﾀｸﾐ 山ノ内東小学校

6分45秒79 笹岡　巧人3100 ｻｻｵｶﾀｸﾄ おぢやファイトクラブ

6分45秒80 横川　朝也3006 ﾖｺｶﾜﾄﾓﾔ

6分45秒81 宮澤　航3072 ﾐﾔｻﾞﾜｺｳ 白馬南小学校

6分46秒82 髙橋　飛悠3066 ﾀｶﾊｼﾋﾕｳ

6分48秒83 下川　敬太郎3029 ｼﾓｶﾜｹｲﾀﾛｳ 白馬南小学校

6分48秒84 山本　源貴3008 ﾔﾏﾓﾄﾓﾄｷ 中央小学校

6分49秒85 福留　晴太3067 ﾌｸﾄﾞﾒｾｲﾀ 白馬南小学校

6分57秒86 藤田　和也3010 ﾌｼﾞﾀｶｽﾞﾔ

7分00秒87 柏原　啓佑3064 ｶｼﾜﾊﾞﾗｹｲｽｹ 白馬南小学校

7分01秒88 菅沼　昂平3101 ｽｶﾞﾇﾏｺｳﾍｲ とよおかキッズ

7分03秒89 萩谷　英一郎3056 ﾊｷﾞﾔｴｲｲﾁﾛｳ 城ヶ丘XC

7分03秒90 富岡　奎介3095 ﾄﾐｵｶｹｲｽｹ アラマキッズ

7分05秒91 寺沢　巧斗3105 ﾃﾗｻﾜ 明科かけっこクラブ

7分05秒92 佐瀬　元樹3040 ｻｾｹﾞﾝｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分09秒93 山路　健太郎3111 ﾔﾏｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ

7分10秒94 中沢　誠人3109 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

7分12秒95 久保田　悦生3058 ｸﾎﾞﾀﾖｼｷ 山ノ内南小学校

7分21秒96 篠﨑　直貴3063 ｼﾉｻﾞｷﾅｵｷ 白馬南小学校

7分23秒97 桜井　一興3060 ｻｸﾗｲｶｽﾞｵｷ 山ノ内南小学校

7分30秒98 横川　智之3071 ﾖｺｶﾜﾄﾓﾕｷ 白馬南小学校

7分32秒99 稲田　純矢3057 ｲﾅﾀﾞｼﾞｭﾝﾔ 山ノ内南小学校

7分34秒100 月岡　哲也3022 ﾂｷｵｶﾃﾂﾔ 山ノ内西小学校
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7分35秒101 中村　文人3069 ﾅｶﾑﾗﾌﾐﾄ 白馬南小学校

7分48秒102 山田　大輝3062 ﾔﾏﾀﾞﾀﾞｲｷ 白馬南小学校

7分51秒103 板津　裕之3108 ｲﾀﾂﾞ ﾋﾛﾕｷ 弥生小学校

7分55秒104 森下　拓海3112 ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾐ 杉原小学校

7分56秒105 淀　光儀3019 ﾖﾄﾞﾐﾂﾖｼ おたりのかぜ
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