
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

8ｋｍ一般男子（高校生以上）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

スタート ： 8:30:00

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 

26分37秒1 林　勇輝193 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 大同特殊鋼

27分27秒2 上田　泰輔273 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｽｹ

27分45秒3 関　喜明129 ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

27分47秒4 山田　琢也188 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ ＮＤＦ

27分49秒5 岩崎　照儀112 ｲﾜｻｷ ﾃﾙﾖｼ

28分07秒6 楠本　康博277 ｸｽﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

28分10秒7 杉本　浩二189 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ アート梱包運輸

28分28秒8 佐藤　稜192 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 大同特殊鋼

28分43秒9 有賀　竜太230 ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 城南木工

29分05秒10 道下　新太245 ﾐﾁｼﾀ ｱﾗﾀ 鹿島ＡＣ

29分12秒11 山室　忠217 ﾔﾏﾑﾛ ﾀﾀﾞｼ 飯山栄

29分33秒12 郷津　敏充285 ｺﾞｳﾂﾞ ﾄｼﾐﾂ 南信精機Ｚ

29分36秒13 羽田野　貢史107 ﾊﾀﾉ ｺｳｼﾞ さいたま市消防局

29分47秒14 渡邊　基嗣166 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾂｸﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

29分49秒15 うすい　たかゆき215 ｳｽｲ ﾀｶﾕｷ

29分54秒16 原口　雅也195 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 大同特殊鋼

30分21秒17 杉崎　勇次163 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

30分34秒18 嶋崎　清明213 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾖｱｷ Ｊクラブ

30分38秒19 森田　嘉之191 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾕｷ 大同特殊鋼

30分40秒20 勝平　拓也228 ｶﾂﾋﾗ ﾀｸﾔ

30分40秒21 鈴木　昌幸197 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ＴＨＡＮＫＳＲ

30分52秒22 酒井　悠司164 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

31分03秒23 荻野　悠希145 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｷ 関根学園高校

31分14秒24 川田　悦士184 ｶﾜﾀ ｴﾂｼ 細川楠勝

31分18秒25 田村　大和297 ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ 堀川産業

31分19秒26 内池　直樹125 ｳﾁｲｹ ﾅｵｷ YMG

31分36秒27 田地野　尚人147 ﾀｼﾞﾉ ﾅｵﾄ 関根学園高校

31分54秒28 丸山　茂樹214 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｷ 須坂上高井

32分15秒29 杉崎　哲斗167 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾃﾂﾄ 飯山高校ｽｷｰ部

32分17秒30 大峽　貴道219 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ

32分20秒31 山田　拓次246 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ シナノケンシ

32分30秒32 鈴木　敏晃152 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ ３０６ランニングクラブ

32分31秒33 松山　隼人194 ﾏﾂﾔﾏ ﾊﾔﾄ 大同特殊鋼

32分44秒34 丸山　義文220 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ ＮＪＲＣ

32分46秒35 小林　比呂161 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛ 飯山高校ｽｷｰ部

32分55秒36 小野沢　樹生281 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 市立長野高校

33分01秒37 寺澤　卓165 ﾃﾗｻﾜ ﾀｸ 飯山高校ｽｷｰ部

33分53秒38 猪股　駿290 ｲﾉﾏﾀ ｼｭﾝ 大町高校

34分00秒39 横田　正治265 ﾖｺﾀ ﾏｻﾊﾙ

34分07秒40 清水　和成162 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 飯山高校ｽｷｰ部

34分09秒41 大久保　英明150 ｵｵｸﾎﾞ ３０６ランニングクラブ

34分26秒42 市村　優太郎156 ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 飯山北高校ｽｷｰ部

34分32秒43 宮沢　洋一158 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ UL会

34分36秒44 伊藤　宏文120 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 南安曇農業高校

34分38秒45 小松　卓矢128 ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ 松本自衛隊

34分40秒46 清水　慎也201 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ ＶＲＣ

34分44秒47 千野　泰河168 ﾁﾉ ﾀｲｶﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

34分51秒48 清水　雄介233 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ ＺＲＣ

35分21秒49 田中　翼169 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 飯山高校ｽｷｰ部

35分24秒50 勝又　孟151 ｶﾂﾏﾀ ﾊｼﾞﾒ ３０６ランニングクラブ
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35分25秒51 小嶋　紘矢149 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ 関根学園高校

35分40秒52 阿部　駿佑300 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 信州大学

35分51秒53 金井　琢彌148 ｶﾅｲ ﾀｸﾐ 関根学園高校

36分03秒54 今井　大輝303 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｷ

36分05秒55 原　知義132 ﾊﾗ ﾄﾓﾖｼ SUNNY SIDE HUT

36分13秒56 小山　正博170 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 小谷小学校

36分30秒57 三上　彰太258 ﾐｶﾐ ｼｮｳﾀ スリーアップ

37分06秒58 水橋　勝美210 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ アイザック

37分13秒59 塚田　政弘269 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

37分17秒60 内藤　義広231 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 無所属・新人

37分19秒61 山岸　周平301 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾍｲ

37分27秒62 倉根　実140 ｸﾗﾈ ﾐﾉﾙ

37分29秒63 池田　昌幸218 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さいたま市消防

37分36秒64 水﨑　澄夫108 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ

37分41秒65 西澤　伸裕174 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ

37分47秒66 石川　紳237 ｲｼｶﾜ ｼﾝ メディアＲＣ

37分48秒67 小阪　典央287 ｺｻｶ ﾉﾘﾋｻ

37分52秒68 松沢　宗志278 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ ベルグハウス

37分57秒69 猪股　修289 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ

37分59秒70 小林　章夫116 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ

38分09秒71 山崎　優次178 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 髙﨑製作所

38分09秒72 大林　裕司276 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ Ｓ．Ｋ．Ｉ．Ｐ

38分10秒73 田中　正昭241 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ ●南屋製菓店●

38分14秒74 岩波　義幸229 ｲﾜﾅﾐ ﾖｼﾕｷ 岡谷酸素走友会

38分15秒75 林　徳享254 ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ

38分20秒76 湯本　浩徳236 ﾕﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 科野スキー部

38分21秒77 ビル・レッティ118 ﾋﾞﾙ ﾚｯﾃｨ 腰越JSC

38分43秒78 久保田　安行207 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ チームにこり

38分56秒79 佐々木　聖一209 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ マラソンのつぼ

38分57秒80 鈴木　利幸117 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ さいたま消防

39分10秒81 宇井　知樹110 ｳｲ ﾄﾓｷ

39分11秒82 新井　和也234 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ （株）電算

39分16秒83 植田　剛202 ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ ちいむもみじ

39分18秒84 小路　義久293 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋｻ ハシモトＡＣ

39分38秒85 榎本　明239 ｴﾉﾓﾄ ｱｷﾗ

39分47秒86 塩路　裕太187 ｼｵｼﾞ ﾕｳﾀ 新興発条工業

39分48秒87 桝谷　典史186 ﾏｽﾀﾆ ﾉﾘﾌﾐ

40分03秒88 ＬＯＺＡＴ　ＶＡＬＥＮＴＩＮ154 ﾛｻﾞ ﾊﾞﾚﾝﾃｨﾝ

40分11秒89 早川　貴康227 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾔｽ 山口精機

40分15秒90 中澤　敬199 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ ＮＥＣ玉川

40分18秒91 山本　源宏104 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ

40分22秒92 鷲山　裕一252 ﾜｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁ もじもじ走遊会

40分26秒93 小笠　真一222 ｵｶﾞｻ ｼﾝｲﾁ ヤマレコ

40分47秒94 木原　幸雄139 ｷﾊﾗ ﾕｷｵ 高田走ろう会

40分49秒95 宮島　潤一248 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

40分55秒96 宮下　五郎105 ﾐﾔｼﾀ ｺﾞﾛｳ 決走友会

41分05秒97 篠﨑　元嗣155 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 小谷中学校

41分06秒98 今泉　博通153 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 白馬ﾎｰﾑｽﾞｲﾝ

41分06秒99 藤木　優260 ﾌｼﾞｷ ﾏｻﾙ チーム西中

41分09秒100 田中　伸幸182 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ
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41分14秒101 池田　英夫261 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ＡＳＣ

41分20秒102 市川　満249 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ ■ＶＣＲＣ■

41分29秒103 宮澤　賢史259 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ

41分34秒104 佐藤　一広172 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ

41分54秒105 加嶋　伸彦208 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ ＬＲＣ

42分19秒106 中村　一雄238 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ Мアカデミー

42分20秒107 森山　文徳224 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ

42分29秒108 嶋田　勇294 ｼﾏﾀﾞ ｲｻﾑ シマダ装飾

42分33秒109 大田　三七十122 ｵｵﾀ ﾐﾅﾄ 楽走

42分55秒110 加藤　一典235 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ チーム西中

42分58秒111 後藤　次雄101 ｺﾞﾄｳ ﾂｷﾞｵ 発掘810走会

43分02秒112 太田　勇樹270 ｵｵﾀ ﾕｳｷ

43分13秒113 馬淵　正孝251 ﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

43分15秒114 木村　公男232 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ 篠ノ井東中

43分30秒115 大口　魁斗160 ｵｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ 飯山高校ｽｷｰ部

43分31秒116 山口　勇三175 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ アクトス上越

43分35秒117 漆原　道雄198 ｳﾙｼﾊﾗ ﾐﾁｵ （株）電算

43分38秒118 横田　博和244 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ

43分42秒119 寺脇　匠279 ﾃﾗﾜｷ ﾀｸﾐ 万座温泉

43分48秒120 黒木　勤267 ｸﾛｷ ﾂﾄﾑ

43分52秒121 神野　竜也280 ｼﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ ＴＹＲＣ

43分54秒122 野口　悠司135 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 東洋精機工業㈱

44分02秒123 相川　実264 ｱｲｶﾜ ﾐﾉﾙ

44分02秒124 坂本　房雄123 ｻｶﾓﾄ ﾌｻｵ 鹿島灘JC潮来

44分06秒125 澤田　博幸291 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

44分14秒126 田中　学200 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

44分17秒127 大地　学292 ｵｵﾁ ﾏﾅﾌﾞ ＭＳ＆ＡＤ

44分26秒128 井口　裕治126 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ｸﾗﾌﾞとびっくら

44分29秒129 本田　繁雄266 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞｵ なんちゃＲＣ

44分31秒130 高橋　康治288 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

44分42秒131 平野　一篤179 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾏ 髙﨑製作所

45分06秒132 住友　善一185 ｽﾐﾄﾓ ﾖｼｶｽﾞ ＮＴＴ西－関西

45分08秒133 寺口　昌宏284 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ

45分12秒134 御池　達也226 ｵｲｹ ﾀﾂﾔ 御池

45分28秒135 軽部　優243 ｶﾙﾍﾞ ﾏｻﾙ 角藤ＲＣ

46分02秒136 合田　賀彦272 ｺﾞｳﾀﾞ ﾖｼﾋｺ びーふらっと

46分06秒137 川上　顕生212 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ

46分35秒138 阿部　俊郎247 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ アルプスジム

46分48秒139 小林　高志113 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

47分01秒140 石川　利博171 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋﾛ

47分02秒141 浜　昌彦216 ﾊﾏ ﾏｻﾋｺ

47分05秒142 相馬　元治137 ｿｳﾏ ﾓﾄﾊﾙ

47分14秒143 縄野　基257 ﾅﾜﾉ ﾓﾄｲ ナイトラン

47分21秒144 田中　崇299 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ

47分40秒145 田中　義之133 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ

47分43秒146 鷹津　秋生253 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 北里アスリート

47分52秒147 石山　佳幸286 ｲｼﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

47分56秒148 竹中　良洋142 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 婦中ランニングクラブ

47分59秒149 佐藤　健二255 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ

48分03秒150 加納　弘樹173 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ
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48分18秒151 佐藤　雄一郎211 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ みらい歯科

48分23秒152 秋山　平吉115 ｱｷﾔﾏ ﾍｲｷﾁ 秋の山走ろう会

48分26秒153 西堀　伸穗298 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾉﾌﾞﾎ

48分33秒154 岩佐　和重138 ｲﾜｻ ｶｽﾞｼｹﾞ ﾄﾞﾊﾞｯﾂ

48分38秒155 渋谷　喜彦296 ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾋｺ アファス伊那

48分45秒156 百瀬　哲弥282 ﾓﾓｾ ﾃﾂﾔ

48分49秒157 鴨志田　史郎204 ｶﾓｼﾀ ｼﾛｳ

49分02秒158 小林　徹295 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ ニチアス

49分15秒159 宮　正春127 ﾐﾔ ﾏｻﾊﾙ 魚津走友会

49分28秒160 髙岡　秋男121 ﾀｶｵｶ ｱｷｵ

49分45秒161 村田　保131 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ

49分56秒162 加門　宏荘221 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ 白馬郵便局

50分05秒163 向山　剛史134 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ TOYOSK

50分11秒164 小林　浩明283 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ

50分25秒165 宮川　勇一271 ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ

50分49秒166 山形　芳弘114 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ KSMY

51分12秒167 中條　昌洋181 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

51分56秒168 竹元　憲一176 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

52分02秒169 宮嶋　哲也223 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ プロジェクトＤ

52分25秒170 御池　寅男225 ｵｲｹ ﾄﾗｵ 御池

53分18秒171 渡邉　裕119 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 二人三脚

54分00秒172 小林　研一143 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 健和会病院RC

54分18秒173 鳥山　正人203 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

56分15秒174 伊藤　嘉啓111 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ

57分35秒175 生方　達之124 ｳﾌﾞｶﾀ ﾀﾂﾕｷ

58分23秒176 近藤　鎮哉102 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ

1時間01分30秒177 河井　祐太130 ｶﾜｲ ﾕｳﾀ

1時間03分58秒178 大濱　翔太302 ｵｵﾊﾏ ｼｮｳﾀ 岳
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