
- 第18回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

種目No,11　1ｋｍ小学生1,2年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2015/7/26

スタート ： 10:00:00

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49秒1 土赤　仁義1010 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越ＪＳＣ

4分01秒2 丸山　大翔1008 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 川中島ＪＲＣ

4分13秒3 三橋　大翔1033 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分16秒4 横川　眞伯1025 ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ 白馬北小学校

4分16秒5 鈴木　士愛1029 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分16秒6 越　陽色1009 ｺｼ ﾋｲﾛ 川中島ＪＲＣ

4分17秒7 高森　はる1045 ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙ チームＭＡＮＯ

4分18秒8 小倉　奏獅1046 ｵｸﾞﾗ ｿｳｼ 糸魚川東小学校

4分19秒9 平野　天聖1054 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 常盤小学校

4分23秒10 倉部　翔輝1053 ｸﾗﾍﾞ ｼｮｳｷ 野田ジュニア

4分24秒11 岡本　駿貴1044 ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝｷ チームＭＡＮＯ

4分26秒12 田島　虎ノ助1011 ﾀｼﾞﾏ AC豊丘

4分31秒13 松澤　和壱1019 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷小学校

4分36秒14 福田　瑛大1013 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ

4分36秒15 山賀　宗司1028 ﾔﾏｶﾞ ｿｳｼ まつだいCSC

4分38秒16 黒岩　佳佑1036 ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ 山ノ内東小学校

4分39秒17 小山　颯斗1041 ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬南小学校

4分39秒18 矢澤　颯介1047 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ケ根中沢ＲＣ

4分40秒19 佐々木　健都1005 ｻｻｷ ｹﾝﾄ 桃李小学校

4分40秒20 池田　大輝1038 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山ノ内南小学校

4分42秒21 宮嶋　丈瑠1021 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷小学校

4分44秒22 萩原　賢太郎1006 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

4分45秒23 冨永　陽介1004 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこクラブ

4分45秒24 小林　嶺1014 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 白馬北小学校

4分45秒25 神保　帆希1007 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾎﾏﾚ 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞ

4分46秒26 松澤　慶門1018 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾄ 小谷小学校

4分48秒27 宮原　煌星1020 ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｾｲ

4分50秒28 関根　進太郎1058 ｾｷﾈ ｼﾝﾀﾛｳ 野田ジュニア

4分50秒29 八井澤　陽斗1056 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 木島小学校

4分52秒30 松澤　巧馬1050 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 北小クロス

4分52秒31 矢口　駿1017 ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝ 白馬北小学校

4分55秒32 伊坂　蓮1002 ｲｻｶ ﾚﾝ

4分56秒33 山下　ろうじ1042 ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ 白馬南小学校

4分56秒34 大山　陽生1039 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 山ノ内南小学校

4分58秒35 山口　仁太郎1043 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 草津小学校

4分58秒36 舎川　立空1016 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘｸ 白馬北小学校

4分59秒37 松澤　典誠1040 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾃﾝｾｲ

5分01秒38 川口　礼央1057 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚｵ 野田ジュニア

5分01秒39 星河　快1015 ﾎｼｶﾜ ｶｲ 白馬北小学校

5分06秒40 川辺　暖太1034 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ 山ノ内東小学校

5分07秒41 高橋　優太朗1051 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 飯山小

5分14秒42 前田　怜和1012 ﾏｴﾀﾞ ﾚｵ 白馬北小学校

5分16秒43 西村　天翔1035 ﾆｼﾑﾗ ﾃﾝ 山ノ内東小学校

5分16秒44 岩下　聖実1037 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 山ノ内東小学校

5分22秒45 山本　生吹1030 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分27秒46 帯刀　俊介1048 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼｭﾝｽｹ 池田小学校

5分30秒47 羽鳥　樹1027 ﾊﾄﾘ ｲﾂｷ 城ヶ丘XC

5分35秒48 宮下　楓汰1049 ﾐﾔｼﾀ ﾌｳﾀ

5分40秒49 小田切　丈1032 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾞｮｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分54秒50 山本　隆太1031 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 木島平小学校ｽｷｰ部
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5分55秒51 丸山　翔大1022 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小谷小学校

6分00秒52 細澤　蒼太1023 ﾎｿｻﾞﾜ ｿｳﾀ 小谷小学校

6分03秒53 藤崎　陽士1024 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｳｼﾞ 小谷小学校
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