
- 第19回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

8km　一般　男子の部（高校生以上）
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2016/7/24

スタート： 8:30:00

会場: 白馬スノーハープ

主催: 白馬村　一般財団法人長野陸上競技協会

27分37秒1 小田切　将真202 ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾏ 長野市陸協

27分50秒2 岩崎　照儀112 ｲﾜｻｷ ﾃﾙﾖｼ 上越市陸協

28分12秒3 東海　ケニスウェイン164 ﾄｳｶｲ ｹﾆｽｳｪｲﾝ t.M新川

28分14秒4 広瀬　竜也　126 ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯山高校 陸上競技部

28分16秒5 横山　武史147 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 白馬高校

28分58秒6 佐伯　知飛163 ｻｴｷ ﾄﾓﾀｶ t.M新川

29分21秒7 郷津　敏充203 ｺﾞｳﾂﾞ ﾄｼﾐﾂ どんそくRC

29分40秒8 外谷　涼太131 ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 飯山高校ｽｷｰ部

30分08秒9 土屋　優介130 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 飯山高校ｽｷｰ部

30分09秒10 髙橋　汰門137 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾝ 飯山高校ｽｷｰ部

30分33秒11 清水　慎也162 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ VAIO

30分41秒12 郷津　知哉152 ｺﾞｳﾂ ﾄﾓﾔ 白馬高校

30分53秒13 幾田　林太郎153 ｲｸﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 白馬高校

31分17秒14 村澤　俊樹144 ﾑﾗｻﾜ ﾄｼｷ 小谷中学校ｽｷｰ部

31分21秒15 杉崎　哲斗128 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾃﾂﾄ 飯山高校ｽｷｰ部

31分53秒16 松村　恵吾132 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｺﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

31分59秒17 篠崎　仁志148 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾄｼ 白馬高校

32分10秒18 千野　竜河138 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

32分25秒19 泉原　直幸149 ｲｽﾞﾐﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 白馬高校

32分31秒20 大草　健史169 ｵｵｸｻ ﾀｹｼ

32分46秒21 岡庭　匡紀199 ｵｶﾆﾜ ﾏｻｷ 岐阜基地

32分46秒22 緒方　希一145 ｵｶﾞﾀ 小川ｽﾎﾟｰﾂふれあいｸﾗﾌﾞ

32分49秒23 千野　泰河129 ﾁﾉ ﾀｲｶﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

33分04秒24 長澤　匠吾151 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 白馬高校

33分14秒25 竹村　泰河150 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬高校

33分35秒26 中澤　和也139 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 飯山高校ｽｷｰ部

33分36秒27 高嶋　学107 ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ

33分48秒28 佐藤　聡太135 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 飯山高校ｽｷｰ部

33分50秒29 横尾　敏彦168 ﾖｺｵ ﾄｼﾋｺ

34分23秒30 嘉部　勝喜175 ｶﾍﾞ ｶﾂｷ 大星ﾋﾞﾙ管理

34分39秒31 江村　拓哉133 ｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 飯山高校ｽｷｰ部

35分31秒32 高橋　靖弘191 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ

35分37秒33 宮澤　洋一142 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ UL会

35分49秒34 小俣　尚悟134 ｵﾏﾀ ｼｮｳｺﾞ 飯山高校ｽｷｰ部

36分10秒35 藤原　康紘197 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ

36分33秒36 吉川　知明205 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ ｸﾞﾘｰﾝｸﾞﾗｽ

36分35秒37 ビル・レッティ125 ﾋﾞﾙ･ﾚｯﾃｨ 腰越JSC

36分50秒38 松本　啓斗109 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾄ 嬬恋高校

37分00秒39 佐々木　達也200 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

37分27秒40 原　知義111 ﾊﾗ ﾄﾓﾖｼ SUNNY SIDE HUT

37分28秒41 阿久津　友作160 ｱｸﾂ ﾕｳｻｸ

37分40秒42 髙橋　海人136 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 飯山高校ｽｷｰ部

37分42秒43 六川　英樹198 ﾛｸｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ ちょんまげ

38分06秒44 美土路　活男154 ﾐﾄﾞﾛ ｶﾂｵ 川崎市陸協

38分08秒45 林　德享121 ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ

39分04秒46 神谷　康夫116 ｶﾐﾔ ﾔｽｵ

39分10秒47 小河原　一浩156 ｵｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ﾛｯｶｰｽﾞ

39分28秒48 竹中　一晃172 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞｱｷ

39分32秒49 佐々木　聖一167 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ ﾏﾗｿﾝのつぼ

39分40秒50 寺島　政一183 ﾃﾗｼﾏ ｾｲｲﾁ T’sﾁｰﾑ
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40分01秒51 西澤　伸裕157 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ

40分11秒52 後藤　次雄101 ｺﾞﾄｳ ﾂｷﾞｵ

40分23秒53 会澤　達也181 ｱｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

40分24秒54 宮澤　賢史184 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ

40分25秒55 本田　英樹192 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

40分27秒56 清水　貴弘122 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西高校

40分49秒57 市川　満176 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ ■VCRC■■

40分56秒58 岡　真一郎187 ｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

40分57秒59 小山　正博143 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 小谷小学校

40分58秒60 石川　紳173 ｲｼｶﾜ ｼﾝ 城西医療財団

41分03秒61 酒井　昭彦113 ｻｶｲ ｱｷﾋｺ TPR陸上部

41分28秒62 上條　修155 ｶﾐｼﾞｮｳ ｵｻﾑ すすき川走る会

41分30秒63 川上　顕生140 ｶﾜｶﾐ

42分00秒64 加嶋　伸彦165 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ LRC

42分12秒65 宮崎　弘之110 ﾐﾔｻﾞｷ 東小XC･OB

42分36秒66 高橋　寿明170 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ

42分43秒67 飯塚　峻吾179 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｺﾞ

43分08秒68 黒河内　武119 ｸﾛｺﾞｳﾁ ﾀｹｼ

43分40秒69 齊藤　篤204 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

43分55秒70 篠﨑　元嗣178 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 裾花小学校

43分56秒71 服部　康弘177 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ 飯山市

44分01秒72 佐藤　英世185 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾖ

45分00秒73 横田　博和174 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ

45分33秒74 竹中　良洋171 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

45分51秒75 住友　善一141 ｽﾐﾄﾓ ﾖｼｶｽﾞ

46分11秒76 七澤　浩文196 ﾅﾅｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ

46分25秒77 杉山　祐二123 ｽｷﾞﾔﾏ

46分59秒78 古津　和夫186 ｺﾂ ｶｽﾞｵ

47分07秒79 御池　達也118 ｵｲｹ ﾀﾂﾔ

47分32秒80 中條　昌洋158 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

47分56秒81 小林　高志104 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

48分19秒82 塩川　達也193 ｼｵｶﾜ ﾀﾂﾔ TEAM隼

48分30秒83 村田　保115 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ

50分46秒84 秋山　宗夫105 ｱｷﾔﾏ ﾑﾈｵ

52分11秒85 太田　勇樹189 ｵｵﾀ ﾕｳｷ

52分11秒86 太田　安信190 ｵｵﾀ ﾔｽﾉﾌﾞ

52分44秒87 御池　寅男117 ｵｲｹ ﾄﾗｵ

53分33秒88 小松　健一182 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ

54分11秒89 飯塚　和幸180 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ

54分36秒90 鳥山　正人166 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

55分11秒91 生形　達之114 ｳﾌﾞｶﾀ ﾀﾂﾕｷ

57分20秒92 竹田　孝義195 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾖｼ

59分44秒93 近藤　鎮哉103 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ

1時間04分29秒94 森上　昌法201 ﾓﾘｶﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 富士電子工業

Athlete-Tag by CHOPPER


