
- 第16回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

8部　1km小学生1,2年男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2013/7/21

スタート ： 9:30:00

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46秒1 中村　伸太朗1075 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ぼんクラブ

3分53秒2 内堀　翼1017 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 腰越JSC

3分57秒3 永原　颯磨1005 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 川中島JRC

3分57秒4 高橋　北斗1071 ﾀｶﾊｼ ﾎｸﾄ

4分09秒5 原　壮吾1004 ﾊﾗ ｿｳｺﾞ 川中島JRC

4分13秒6 山田　梨人1049 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分14秒7 前田　隼汰1084 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾀ ＡＣ．トヤマ

4分18秒8 加藤　大雅1088 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ

4分19秒9 森　稟桜1047 ﾓﾘ ﾘｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分20秒10 草本　留嘉寿1057 ｸｻﾓﾄ ﾙｰｶｽ 白馬南小学校

4分22秒11 春日　喜行1019 ｶｽｶﾞ ﾖｼﾕｷ 十日町吉田

4分27秒12 丸山　海翔1064 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷小学校

4分28秒13 田中　真裕1079 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 野田ジュニア

4分28秒14 小野沢　秀太1011 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 山ノ内西小学校

4分28秒15 金澤　琉唯1067 ｶﾅｻﾞﾜ ﾙｲ 真人ＳＣ

4分30秒16 木村　晃大1086 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 穂高南小学校

4分31秒17 宮下　大佑1077 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 明南小学校

4分32秒18 飯島　千太郎1003 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 川中島JRC

4分33秒19 山本　桜太郎1073 ﾔﾏﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 鹿島ＡＣ

4分34秒20 山本　涼斗1002 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾄ 川中島JRC

4分35秒21 平木　章介1060 ﾋﾗｷ ｼｮｳｽｹ

4分37秒22 中山　陽向1024 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅﾀ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

4分37秒23 金子　京平1006 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

4分38秒24 鈴木　一心1022 ｽｽﾞｷ ｲｯｼﾝ

4分40秒25 徳武　竜生1051 ﾄｸﾀｹ ﾘｭｳｾｲ 白馬南小学校

4分40秒26 太田　堅斗1055 ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 白馬南小学校

4分42秒27 鈴木　聖永1046 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分44秒28 川辺　仁太1032 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞﾝﾀ 山ノ内東小学校ｸﾛｽｽｷｰ部

4分45秒29 水口　凜汰郎1029 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ AC豊丘

4分45秒30 佐藤　五輪1027 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 民宿かみや

4分46秒31 仁科　環樹1059 ﾆｼﾅ ﾀﾏｷ

4分47秒32 中島　浬柊1052 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｼｭｳ 白馬南小学校

4分48秒33 市河　泰典1028 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾃﾝ 大岡小学校

4分48秒34 藤﨑　誠士郎1065 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｼﾞﾛｳ 小谷小学校

4分49秒35 蕪木　一優1014 ｶﾌﾞﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ 城ヶ丘XC

4分49秒36 太谷　榛希1080 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ 大町北小学校

4分50秒37 嶋田　大輝1038 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 科野小学校

4分52秒38 滝澤　漣1023 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

4分54秒39 片山　芽1061 ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ 小谷小学校

4分54秒40 桜井　京介1025 ｻｸﾗｲ ｷｮｳｽｹ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

4分55秒41 佐藤　響1015 ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 明科かけっこくらぶ

4分55秒42 丸山　結人1020 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾄ 十日町吉田

4分55秒43 佐藤　玄輝1016 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 明科かけっこくらぶ

4分56秒44 村木　裕太1087 ﾑﾗｷ ﾕｳﾀ 源池小

4分57秒45 祢津　晋作1041 ﾈﾂ ｼﾝｻｸ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分59秒46 浅井　敦1033 ｱｻｲ ACトヤマ

4分59秒47 大窪　冬吾1068 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｳｺﾞ 真人ＳＣ

5分00秒48 池田　隼人1036 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分03秒49 熊代　旭陽1031 ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ A.C.TOYAMA　Jr.

5分05秒50 関　天凱1089 ｾｷ ﾃﾝｶﾞ
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5分05秒51 悴田　陸句1062 ｶｾﾀﾞ ﾛｯｸ 小谷小学校

5分07秒52 ｴﾝﾗｲﾄ　聖滋1056 ｴﾝﾗｲﾄ ｾｲｼﾞ 白馬南小学校

5分08秒53 幾田　朋郎1063 ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷小学校

5分08秒54 内田　颯太郎1001 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分10秒55 伊藤　光汰1050 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 白馬南小学校

5分10秒56 西山　航希1082 ﾆｼﾔﾏ ｺｳｷ 大町北小学校

5分10秒57 武川　裕和1021 ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 田川小学校

5分10秒58 佐藤　瑠1040 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分11秒59 小川　哲生1083 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ アラマキッズ

5分11秒60 黒田　泰輝1078 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ 日出学園小学校

5分13秒61 清水　雄仁1072 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 信大付属長野小

5分14秒62 壬生　奏太1030 ﾐﾌﾞ ｶﾅﾀ AC豊丘

5分15秒63 佐藤　汰祐1013 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ 山ノ内西小学校

5分17秒64 目時　羽琉1066 ﾒﾄｷ ﾊﾙ 小谷小学校

5分17秒65 長江　知晃1085 ﾅｶﾞｴ ﾄﾓｱｷ 不二小学校

5分22秒66 吉沢　拓実1053 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 白馬南小学校

5分23秒67 小相沢　瑛翔1018 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC

5分25秒68 井上　大士1012 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ AC・TOYAMA　Kids

5分28秒69 小林　唯仁1043 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分31秒70 松澤　岳拓1054 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南小学校

5分34秒71 寺島　拓弥1074 ﾃﾗｼﾏ ﾀｸﾐ Ｔ’ｓチーム

5分34秒72 水野　胡凱1035 ﾐｽﾞﾉ ｺﾄｷ 植竹小学校

5分39秒73 岩崎　英明1007 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ

5分39秒74 渡邊　慧梧1037 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分54秒75 太谷　柚翔1081 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 大町北小学校

5分56秒76 望月　優希1026 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

5分57秒77 石原　東洋1058 ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾖｳ 白馬北小学校

5分58秒78 市川　遼1039 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分05秒79 本山　來生1044 ﾓﾄﾔﾏ ﾗｲｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分09秒80 湯本　悠行1045 ﾕﾓﾄ ﾕｱﾝ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分14秒81 小松　伊吹1048 ｺﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分16秒82 宮島　光風1042 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｶｾﾞ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分28秒83 橋本　麗生1034 ﾊｼﾓﾄ ﾚｵ

6分46秒84 佐藤　むねあき1069 ｻﾄｳ ﾑﾈｱｷ
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