
- 第18回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

種目No,13　1ｋｍ小学生3,4年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2015/7/26

スタート ： 10:10:00

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28秒1 永原　颯磨2018 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 川中島ＪＲＣ

3分29秒2 中村　伸太朗2086 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ぼんクラブ

3分30秒3 上畑　陸2080 ｳｴﾊﾀ ﾘｸ ＵＡＣ

3分33秒4 大久保　綾2102 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ アラマキッズ

3分34秒5 内堀　翼2021 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 腰越ＪＳＣ

3分34秒6 前田　隼汰2024 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾀ A.C.TOYAMA

3分38秒7 萩原　康介2108 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ アラマキッズ

3分42秒8 山田　梨人2060 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

3分45秒9 森　稟桜2059 ﾓﾘ ﾘｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

3分47秒10 小山田　篤司2106 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ アラマキッズ

3分47秒11 加藤　大雅2096 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢Ａ＆ＡＣ

3分51秒12 櫻谷　圭唯2026 ｻｸﾗﾀﾞﾆ ｹｲ A.C.TOYAMA

3分55秒13 前田　志颯2032 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北小学校

3分55秒14 志田　岬大2025 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ A.C.TOYAMA

3分56秒15 小橋　駿2077 ｺﾊﾞｼ ｼｭﾝ モアＳＰＣ加賀

3分57秒16 飯島　千太郎2019 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 川中島ＪＲＣ

3分58秒17 春日　喜行2017 ｶｽｶﾞ ﾖｼﾕｷ 吉田小特設ｽｷｰ部

3分58秒18 小林　龍世2046 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 城ヶ丘XC

3分59秒19 金子　京平2100 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ 野田ジュニア

4分00秒20 丸山　海翔2039 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷小学校

4分00秒21 谷川　航太2082 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ アラマキッズ

4分01秒22 鈴木　聖永2058 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分02秒23 矢澤　秀成2014 ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 中沢RC

4分03秒24 辻　隆成2061 ﾂｼﾞ ﾘｭｳｾｲ 小川スポーツふれあいクラブ

4分05秒25 川辺　仁太2062 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞﾝﾀ 山ノ内東小学校

4分05秒26 津田　和樹2011 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明小学校

4分06秒27 山本　桜太郎2073 ﾔﾏﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 鹿島AC

4分06秒28 池田　惺哉2095 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 信濃小

4分07秒29 茶谷　秀羽2112 ﾁｬﾀﾆ ｼｭｳﾊ 佐々木塾

4分08秒30 小野沢　秀太2004 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 山ノ内西小学校

4分09秒31 内山　遥人2008 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ アラマキッズ

4分10秒32 草本　ルーカス2075 ｸｻﾓﾄ ﾙｰｶｽ 白馬南小学校

4分10秒33 滝澤　漣2065 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 山ノ内南小学校

4分11秒34 内藤　陽葵2111 ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 天竜ＳＣ

4分12秒35 佐藤　五輪2010 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 鐙島ＪＳＣ

4分12秒36 鈴木　快璃2002 ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ アラマキッズ

4分12秒37 服部　太樹2047 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲｷ 城ヶ丘XC

4分13秒38 金海　天馬2081 ｶﾅｳﾐ ﾃﾝﾏ チームＭＡＮＯ

4分13秒39 片山　芽2038 ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ

4分14秒40 丸山　結人2015 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾄ 吉田小特設ｽｷｰ部

4分14秒41 桜井　京介2068 ｻｸﾗｲ ｷｮｳｽｹ 山ノ内南小学校

4分16秒42 小林　唯仁2049 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分16秒43 太田　堅斗2074 ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 白馬南小学校

4分16秒44 平川　槻斗2034 ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷村小学校

4分16秒45 倉部　陽輝2109 ｸﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ 野田ジュニア

4分17秒46 中山　陽向2066 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾅﾀ 山ノ内南小学校

4分17秒47 星　雅貴2023 ﾎｼ ﾏｻｷ A.C.TOYAMA

4分18秒48 押木　遥音2016 ｵｼｷ ﾊﾙﾄ 吉田小特設ｽｷｰ部

4分18秒49 祢津　晋作2052 ﾈﾂ ｼﾝｻｸ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分19秒50 鈴木　翔大2085 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 野田ジュニア
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4分19秒51 小相沢　瑛翔2022 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越ＪＳＣ

4分20秒52 嶋田　大輝2093 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 科野小ＳＣ

4分21秒53 伊坂　煌2005 ｲｻｶ ｷﾗ

4分21秒54 宮内　晴生2001 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙｷ 飯山小学校

4分22秒55 市河　泰典2031 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾃﾝ 大岡小学校

4分22秒56 鈴木　一心2012 ｽｽﾞｷ ｲｯｼﾝ

4分23秒57 水野　胡凱2042 ﾐｽﾞﾉ 植竹小学校

4分24秒58 浅井　敦2027 ｱｻｲ ｱﾂｼ A.C.TOYAMA

4分25秒59 宮入　俊輔2064 ﾐﾔｲﾘ ｼｭﾝｽｹ 山ノ内東小学校

4分26秒60 和田　翔太郎2057 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分26秒61 佐藤　壮瑛2079 ｻﾄｳ ｿｳｴｲ アラマキッズ

4分26秒62 柴草　佑輝2069 ｼﾊﾞｸｻ ﾕｳｷ 山ノ内南小学校

4分26秒63 松澤　虎太郎2099 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 保科小学校

4分26秒64 蕪木　一優2045 ｶﾌﾞﾗｷ ｶｽﾞﾋﾛ 城ヶ丘XC

4分27秒65 佐藤　孜羽2087 ｻﾄｳ ｼｳ 保科小学校

4分27秒66 保科　陸翔2097 ﾎｼﾅ ﾘｸﾄ 駒ケ根中沢ＲＣ

4分27秒67 小堺　陽日2048 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ まつだいCSC

4分28秒68 上沢　亜樹2098 ｶﾐｻﾜ ｱｷ 保科小学校

4分29秒69 島﨑　陽一朗2051 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分30秒70 笠原　晴2103 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙ 信濃小

4分30秒71 甲田　龍樹2020 ｺｳﾀﾞ ﾀﾂｷ 川中島ＪＲＣ

4分31秒72 黒田　泰輝2088 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ 日出学園小学校

4分31秒73 池田　隼人2090 ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 科野小ＳＣ

4分32秒74 平木　章介2009 ﾋﾗｷ ｼｮｳｽｹ

4分33秒75 羽鳥　楓一朗2043 ﾊﾄﾘ ﾌｳｲﾁﾛｳ 城ヶ丘XC

4分33秒76 佐藤　瑠2050 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分34秒77 悴田　陸句2036 ｶｾﾀﾞ ﾛｯｸ 小谷小学校

4分34秒78 渡邉　優翔2056 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分37秒79 山本　琥生2035 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 小谷小学校

4分37秒80 黒岩　桔平2063 ｸﾛｲﾜ ｷｯﾍﾟｲ 山ノ内東小学校

4分37秒81 徳竹　皆人2003 ﾄｸﾀｹ ﾐﾅﾄ 山ノ内町西小学校クロス部

4分38秒82 湯本　悠行2055 ﾕﾓﾄ ﾕｱﾝ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分39秒83 丸山　勝太2033 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 白馬北小学校

4分42秒84 舟瀬　公紀2028 ﾌﾈｾ ﾏｻｷ A.C.TOYAMA

4分42秒85 佐藤　汰祐2007 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ 山ノ内西小学校

4分43秒86 後澤　秀哉2030 ｱﾄｻﾜ AC豊丘

4分45秒87 宮原　流星2037 ﾐﾔﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ

4分48秒88 江村　龍2105 ｴﾑﾗ ﾘｭｳ 鐙島ＪＳＣ

4分50秒89 幾田　朋郎2040 ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷小学校

4分50秒90 平野　月2110 ﾋﾗﾉ ﾗｲﾄ 常盤小学校

4分51秒91 望月　優希2070 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 山ノ内南小学校

4分56秒92 藤崎　誠士郎2041 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｼﾞﾛｳ 小谷小学校

4分56秒93 内田　颯太郎2006 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 野田ジュニア

5分02秒94 天野　晴希2044 ｱﾏﾉ ﾊﾙｷ 城ヶ丘XC

5分02秒95 多田井　修平2029 ﾀﾀﾞｲ AC豊丘

5分03秒96 帯刀　優斗2101 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｳﾄ 池田小学校

5分05秒97 本山　來生2054 ﾓﾄﾔﾏ ﾗｲｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分06秒98 寺島　拓弥2084 ﾃﾗｼﾏ ﾀｸﾐ Ｔ’ｓチーム

5分07秒99 渡邊　慧梧2092 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 科野小ＳＣ

5分11秒100 宮島　光風2053 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｶｾﾞ 木島平小学校ｽｷｰ部
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5分14秒101 山本　幸2071 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 山ノ内南小学校

5分20秒102 徳永　充希2104 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｷ

5分21秒103 峯村　雫月2113 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾂﾞｷ 保科小学校

5分23秒104 小林　歩生2067 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山ノ内南小学校

5分24秒105 市川　遼2091 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 科野小ＳＣ

5分30秒106 山本　悠介2072 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山ノ内南小学校

5分56秒107 美谷　淳平2076 ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ モアＳＰＣ加賀

6分12秒108 小松　遊路2083 ｺﾏﾂ ﾕｳﾛ
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