
- 第16回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

12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

 2013/7/21

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00秒1 眞田　稜生3152 ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田真田クラブ

5分04秒2 宇津野　篤3032 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 腰越JSC

5分07秒3 丸山　拓真3007 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 川中島JRC

5分08秒4 花田　樹3064 ﾊﾅﾀﾞ ｲﾂｷ A.C.TOYAMA　Jr.

5分11秒5 片野　優一3139 ｶﾀﾉ ﾕｳｲﾁ 野田ジュニア

5分12秒6 三井　航志3134 ﾐﾂｲ ｺｳｼ

5分13秒7 森　龍希3100 ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分15秒8 三井　悦志3133 ﾐﾂｲ ｴﾂｼ

5分16秒9 中村　将也3019 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 坂城JAC

5分16秒10 藤田　健人3065 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾄ A.C.TOYAMA　Jr.

5分17秒11 片桐　陽和3031 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 腰越JSC

5分17秒12 越　陽汰3006 ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島JRC

5分17秒13 田中　圭3009 ﾀﾅｶ ｹｲ 川中島JRC

5分18秒14 安宅　悠3126 ｱﾀｶ ﾕｳ 秋葉台ＳＣ

5分23秒15 渡辺　喬介3013 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｽｹ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分24秒16 井水　琢人3066 ｲﾐｽﾞ ﾀｸﾄ A.C.TOYAMA　Jr.

5分25秒17 中才　陽介3067 ﾅｶｻｲ ﾖｳｽｹ A.C.TOYAMA　Jr.

5分26秒18 田中　仁之輔3128 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ アベベ駅伝ク

5分28秒19 井上　大己3071 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ A.C.TOYAMA　Jr.

5分29秒20 安部　岳樹3103 ｱﾍﾞ ﾀｶｷ 大町西小学校

5分30秒21 磯野　友作3002 ｲｿﾉ ﾕｳｻｸ

5分31秒22 椎名　一郎　ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ3016 ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ 駒ヶ根中沢RC

5分32秒23 小林　祐大3001 ｺﾊﾞﾔｼ

5分33秒24 津田　克樹3144 ﾂﾀﾞ ｶﾂｷ 野田ジュニア

5分35秒25 金子　翔洋3153 ｶﾈｺ ｼｮｳﾖｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分36秒26 高木　大知3138 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 野田ジュニア

5分36秒27 鈴木　聖矢3072 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ A.C.TOYAMA　Jr.

5分39秒28 安武　篤哉3005 ﾔｽﾀｹ ｱﾂﾔ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分40秒29 山口　順正3136 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ 野田ジュニア

5分43秒30 金井　源一郎3029 ｶﾅｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 腰越JSC

5分44秒31 石塚　健3140 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹﾙ アラマキッズ

5分44秒32 能登　楓3073 ﾉﾄ ｶｴﾃﾞ A.C.TOYAMA　Jr.

5分45秒33 石川　湧月3145 ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 野田ジュニア

5分46秒34 湯本　樹3096 ﾕﾓﾄ ﾀﾂｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分46秒35 佐藤　祐輔3142 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ チームきのこ

5分47秒36 面田　尚輝3052 ｵﾓﾀﾞ ﾅｵｷ

5分48秒37 内田　定一郎3004 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分48秒38 栗林　侑希3090 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分49秒39 畔上　大地3050 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 山ノ内西小学校

5分50秒40 佐藤　柊3088 ｻﾄｳ ｼｭｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分50秒41 荒川　朋輝3070 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓｷ A.C.TOYAMA　Jr.

5分52秒42 楠美　晴大3125 ｸｽﾐ ﾊﾙﾄ みよし市南部小

5分57秒43 小松　廣務3087 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾑ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分59秒44 原　圭佑3008 ﾊﾗ ｹｲｽｹ 川中島JRC

5分59秒45 早瀬　乃亜3116 ﾊﾔｾ ﾉｱ 小山城南小

5分59秒46 山本　景斗3015 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ

6分02秒47 唐木　岳大3018 ｶﾗｷ ﾀｹﾋﾛ 宮田小学校

6分05秒48 西澤　雅人3054 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ

6分06秒49 森岡　飛向3120 ﾓﾘｵｶ ﾋﾅﾀ チームＭＡＮＯ

6分07秒50 斉藤　寛樹3020 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 川中島JRC
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6分07秒51 山本　景3043 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

6分08秒52 中山　颯真3068 ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾏ A.C.TOYAMA　Jr.

6分08秒53 湯本　晶大3080 ﾕﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分08秒54 荻原　慧3083 ｵｷﾞﾜﾗ ｹｲ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分09秒55 俵山　智希3024 ﾀﾜﾗﾔﾏ ﾄﾓｷ 城ヶ丘XC

6分09秒56 中山　翔夢3042 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾑ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

6分09秒57 島田　成大3022 ｼﾏﾀﾞ ｾｲﾀ 城ヶ丘XC

6分09秒58 浅井　航3069 ｱｻｲ ﾜﾀﾙ A.C.TOYAMA　Jr.

6分10秒59 岡田　爽希3149 ｵｶﾀﾞ ｿｳｷ 野田ジュニア

6分10秒60 宮内　智也3014 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾔ 飯山小学校

6分10秒61 北村　洸士郎3106 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 小谷小学校

6分10秒62 中村　航大3110 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小谷小学校

6分11秒63 太田　流司3055 ｵｵﾀ ﾙｲｽ ﾓｱ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ加賀

6分11秒64 宮島　温史3053 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾂｼ

6分12秒65 内田　玲穏3027 ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 腰越JSC

6分13秒66 成沢　啓汰3146 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ 山ノ内西小

6分16秒67 森　大河3094 ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分17秒68 塚本　一輝3074 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ A.C.TOYAMA　Jr.

6分17秒69 西堀　皓雄3079 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾃﾙｵ 白馬南小学校

6分18秒70 鏑木　光3143 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾘ ヒカリ．ＧＨ

6分18秒71 小海　拓郎3035 ｺｶｲ ﾀｸﾛｳ 十日町吉田

6分19秒72 荒牧　海里3129 ｱﾗﾏｷ ｶｲﾘ アラマキッズ

6分20秒73 内田　飛河3028 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越JSC

6分20秒74 林　零士3051 ﾊﾔｼ ﾚｲｼﾞ

6分21秒75 本山　大雅3091 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分22秒76 根津　藤次郎3049 ﾈﾂ ﾄｳｼﾞﾛｳ 本郷小学校

6分23秒77 川久保　彬3041 ｶﾜｸﾎﾞ ｱｷﾗ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

6分23秒78 中川　雄太3113 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷小学校

6分24秒79 小淵　孝太3147 ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾀ 山ノ内西小学校

6分25秒80 小林　俊介3097 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分25秒81 高木　哲也3092 ﾀｶｷﾞ ﾃﾂﾔ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分26秒82 植松　孝太3127 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 石井クラブ

6分27秒83 笠原　将3077 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ 山ノ内東小学校ｸﾛｽｽｷｰ部

6分27秒84 野村　一成3057 ﾉﾑﾗ ｲｯｾｲ ﾓｱ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ加賀

6分28秒85 春日　洵哉3036 ｶｽｶﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 十日町吉田

6分28秒86 原　周平3058 ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ ﾓｱ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ加賀

6分28秒87 湯本　幸耶3044 ﾕﾓﾄ ｺｳﾔ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

6分28秒88 柳　勇斗3037 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 十日町吉田

6分29秒89 鎌倉　優輝3150 ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ 明南小学校

6分31秒90 太田　敦也3112 ｵｵﾀ ｱﾂﾔ 小谷小学校

6分32秒91 重房　玄紀3034 ｼｹﾞﾌｻ ｹﾞﾝｷ ｹﾞﾝｷﾀｲﾑ

6分34秒92 堺井　太陽3131 ｻｶｲ ﾀｲﾖｳ 砺波東部小

6分37秒93 藤沢　日向3059 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ ﾓｱ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ加賀

6分40秒94 西村　優輝哉3076 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾔ 山ノ内東小学校ｸﾛｽｽｷｰ部

6分41秒95 宮下　隼輔3135 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 明南小学校

6分41秒96 篠原　翔3118 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 明科かけっこ

6分42秒97 下村　智哉3060 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾓｱ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ加賀

6分44秒98 村田　凱飛3026 ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分45秒99 石原　洋斗3115 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾄ 白馬北小学校

6分46秒100 藤木　峻3023 ﾌｼﾞｷ ｼｭﾝ 城ヶ丘XC
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6分47秒101 千國　颯哉3111 ﾁｸﾆ ｿｳﾔ 小谷小学校

6分48秒102 志水口　雄史3017 ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 下諏訪南小学校

6分49秒103 岸　拓磨3047 ｷｼ ﾀｸﾏ

6分49秒104 生冨　遼3039 ｲｸﾄﾐ ﾘｮｳ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

6分49秒105 藤沢　樹3045 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

6分50秒106 川上　智也3141 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 明科かけっこク

6分50秒107 嘉部　竜一3085 ｶﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分51秒108 酒井　一3063 ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ AC豊丘

6分53秒109 池田　伊織3084 ｲｹﾀﾞ ｲｵﾘ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分53秒110 淀　峻大3104 ﾖﾄﾞ ﾀｶﾋﾛ

6分56秒111 村松　諒3093 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分57秒112 中村　英時3099 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分59秒113 中原　晶3061 ﾅｶﾊﾗ ｼｮｳ AC豊丘

7分00秒114 小松　祐輝3062 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ AC豊丘

7分00秒115 宮澤　大翔3151 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 明科かけっこ

7分02秒116 柴田　侑志3101 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼ 白馬南小学校

7分03秒117 市河　拓海3078 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大岡小学校

7分06秒118 篠﨑　智貴3102 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 白馬南小学校

7分09秒119 竹内　海七太3117 ﾀｹｳﾁ ｶﾅﾀ 小諸ＪＥＣ

7分09秒120 山本　晃輝3075 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山ノ内東小学校ｸﾛｽｽｷｰ部

7分14秒121 吉田　瑞季3056 ﾖｼﾀ ﾐｽﾞｷ ﾓｱ・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ加賀

7分15秒122 太谷　柊翔3137 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳﾄ 大町北小学校

7分15秒123 村松　賢3089 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ 木島平小学校ｽｷｰ部

7分18秒124 篠原　翼3119 ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 明科かけっこ

7分23秒125 山本　隼平3046 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山ノ内南小学校ｽｷｰ部

7分24秒126 山﨑　直哉3095 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾔ 木島平小学校ｽｷｰ部

7分24秒127 丸山　翔大3025 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 城ヶ丘XC

7分24秒128 望月　脩真3038 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ

7分25秒129 戸谷　駿介3108 ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 小谷小学校

7分25秒130 吉崎　息吹3121 ﾖｼｻｷ ｲﾌﾞｷ チームＭＡＮＯ

7分28秒131 目時　冬羽3114 ﾒﾄｷ ﾄﾜ 小谷小学校

7分30秒132 土屋　隼大3011 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀ さいたま市消防局

7分30秒133 小松　泰斗3010 ｺﾏﾂ ﾀｲﾄ

7分32秒134 滝澤　律希3040 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾂｷ 穂高南小学校

7分38秒135 瀧澤　光太郎3124 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 真人ＳＣ

7分39秒136 矢口　裕仁3105 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 小谷小学校

7分52秒137 今井　椋芽3109 ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 小谷小学校

8分50秒138 冨澤　倖之介3122 ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 真人ＳＣ

9分04秒139 清道　冬羽3003 ｷﾖﾐﾁ ﾄﾜ

9分11秒140 阿部　斗真3123 ｱﾍﾞ ﾄｳﾏ 真人ＳＣ

11分28秒141 坂井　健太郎3021 ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 戸倉小学校
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