
- 第19回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2016/7/24

スタート： 10:20:00

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

3分28秒1 田島　朔2046 ﾀｼﾞﾏ ｻｸ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

3分31秒2 松村　達也2104 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ 土気AC

3分32秒3 土赤　仁義2027 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC

3分39秒4 内山　遥人2008 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3分40秒5 小橋　駿2082 ｺﾊﾞｼ ｼｭﾝ ﾓｱSPC加賀

3分42秒6 前田　志颯2111 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北小学校

3分43秒7 丸山　大翔2004 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 川中島JRC

3分43秒8 関根　慶2114 ｾｷﾈ ｹｲ 野田ｼﾞｭﾆｱ

3分44秒9 小川　哲生2098 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3分45秒10 丸山　直生2085 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 山形小

3分49秒11 岡部　壮峻2043 ｵｶﾍﾞ ｿｳｼｭﾝ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

3分50秒12 谷川　航太2092 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3分50秒13 笠嶋　佑樹2012 ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ 川中島ｼｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

3分50秒14 横川　眞伯2078 ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

3分52秒15 清水　一真2002 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 川中島JRC

3分52秒16 佐藤　五輪2011 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 民宿かみや

3分53秒17 高野　颯2102 ｺｳﾉ ﾊﾔﾃ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3分54秒18 柴草　佑輝2036 ｼﾊﾞｸｻ ﾕｳｷ 山ﾉ内町立南小学校

3分55秒19 桜井　京介2035 ｻｸﾗｲ ｷｮｳｽｹ 山ﾉ内町立南小学校

3分55秒20 平川　槻斗2052 ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷小学校

3分56秒21 山田　愛太2077 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

3分56秒22 星　雅貴2033 ﾎｼ ﾏｻｷ A.C.TOYAMA Jr.

3分57秒23 高森　はる2091 ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙ ﾁｰﾑMANO

3分57秒24 花澤　楓也2014 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北小学校ｸﾛｽ部

3分57秒25 森本　真琴2030 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ A.C.TOYAMA Jr.

3分59秒26 柳原　響亮2088 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ﾁｰﾑMANO

3分59秒27 倉部　翔輝2106 ｸﾗﾍﾞ ｼｮｳｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

4分00秒28 島﨑　陽一朗2066 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分00秒29 小相沢　瑛翔2026 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC

4分00秒30 佐藤　瑠2060 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分01秒31 宮腰　陽2093 ﾐﾔｺｼ ﾖｳ 新井中央小学校

4分01秒32 和田　翔太郎2069 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分01秒33 三橋　大翔2059 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分03秒34 甲田　龍樹2003 ｺｳﾀﾞ ﾀﾂｷ 川中島JRC

4分03秒35 長谷川　遥生2007 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分03秒36 倉谷　仁2028 ｸﾗﾀﾆ ｼﾞﾝ A.C.TOYAMA Jr.

4分04秒37 大山　陽生2041 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 山ﾉ内町立南小学校

4分04秒38 金海　天馬2086 ｶﾅｳﾐ ﾃﾝﾏ ﾁｰﾑMANO

4分06秒39 鈴木　快璃2006 ｽｽﾞｷ ｶｲﾘ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分06秒40 祢津　晋作2061 ﾈﾂ ｼﾝｻｸ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分07秒41 鈴木　一心2024 ｽｽﾞｷ ｲｯｼﾝ

4分07秒42 山﨑　宏2022 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ 鳳凰

4分09秒43 熊代　旭陽2031 ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ A.C.TOYAMA Jr.

4分09秒44 岡本　駿貴2090 ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝｷ ﾁｰﾑMANO

4分11秒45 小倉　奏獅2094 ｵｸﾞﾗ ｿｳｼ 糸魚川東小学校

4分11秒46 湯上　隼斗2087 ﾕｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ ﾁｰﾑMANO

4分12秒47 丸山　勝太2045 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 白馬北小学校

4分13秒48 越　陽色2005 ｺｼ ﾋｲﾛ 川中島JRC

4分13秒49 松澤　和壱2053 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷小学校

4分14秒50 奈良本　圭亮2083 ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ ﾓｱSPC加賀
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4分14秒51 岡田　龍樹2103 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 飯山小

4分14秒52 望月　優希2037 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 山ﾉ内町立南小学校

4分15秒53 福田　瑛大2075 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ 白馬北小学校

4分15秒54 栁　歩邑2016 ﾔﾅｷﾞ ﾎｽﾞﾐ 鐙島

4分15秒55 摩庭　一翔2009 ﾏﾆﾜ ｲﾁｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分16秒56 斎木　凰2020 ｻｲｷ ｵｳﾘ 鎧島

4分16秒57 美濃　快空2029 ﾐﾉｳ ｺｱ A.C.TOYAMA Jr.

4分16秒58 松澤　岳拓2074 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南小学校

4分17秒59 平野　天聖2107 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 常盤小

4分17秒60 宮下　明也2112 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾅﾘ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分17秒61 江村　龍2105 ｴﾑﾗ ﾘｭｳ 鐙島

4分18秒62 津田　和樹2023 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明小学校

4分19秒63 池田　大輝2040 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山ﾉ内町立南小学校

4分19秒64 日影　優庵　2032 ﾋｶｹﾞ ﾕｱﾝ A.C.TOYAMA Jr.

4分21秒65 柏原　康成2073 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小学校

4分22秒66 目時　羽琉2051 ﾒﾄｷ ﾊﾙ

4分22秒67 山下　ろうじ2072 ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ 白馬南小学校

4分22秒68 水野　颯紀2071 ﾐｽﾞﾉ ｻﾂｷ 白馬南小学校

4分23秒69 松澤　慶門2079 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾄ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分23秒70 松澤　巧馬2101 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 白馬北小

4分23秒71 足立　喜一郎2113 ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ

4分24秒72 岸本　太陽2080 ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分26秒73 関　太陽2001 ｾｷ ﾀｲﾖｳ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分27秒74 小林　嶺2013 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 白馬北小学校

4分27秒75 湯本　悠行2068 ﾕﾓﾄ ﾕｱﾝ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分28秒76 川辺　暖太2054 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ 山ﾉ内東小学校

4分28秒77 小田切　丈2058 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾞｮｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分29秒78 糸氏　琉人2044 ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ ｼﾞｬﾝﾌﾟ

4分29秒79 八井澤　陽斗2108 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 木島小学校

4分30秒80 内山　亮2021 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾗ 大岡小学校

4分30秒81 和田　陽輔2018 ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 豊科南小学校

4分30秒82 林　空良2049 ﾊﾔｼ ｿﾗ 白馬北小学校

4分32秒83 佐々木　健都2019 ｻｻｷ ｹﾝﾄ 桃李小学校

4分32秒84 福島　頼生2015 ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ 白馬北小学校

4分32秒85 黒田　泰輝2097 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ 日出学園小学校

4分33秒86 小山　颯斗2070 ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬南小学校

4分34秒87 奥　直也2017 ｵｸ ﾅｵﾔ 原PCｼﾞｭﾆｱ

4分37秒88 峰村　拓弥2076 ﾐﾈﾑﾗ 小川ｽﾎﾟｰﾂふれあいｸﾗﾌﾞ

4分37秒89 中村　陽誠2089 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｾｲ ﾁｰﾑMANO

4分37秒90 山本　幸2038 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 山ﾉ内町立南小学校

4分39秒91 渡邉　優翔2064 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分39秒92 舎川　立空2048 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘｸ 白馬北小学校

4分40秒93 本澤　彩翔2063 ﾓﾄｻﾞﾜ ｱﾔﾄ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分43秒94 岩下　聖実2056 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 山ﾉ内東小学校

4分49秒95 渡邊　慧梧2110 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 科野小ｸﾛｽ

4分56秒96 本山　來生2067 ﾓﾄﾔﾏ ﾗｲｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分01秒97 小林　歩生　2034 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山ﾉ内町立南小学校

5分03秒98 帯刀　俊介2100 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼｭﾝｽｹ 池田小学校

5分05秒99 寺島　拓弥2095 ﾃﾗｼﾏ ﾀｸﾐ T’sﾁｰﾑ

5分08秒100 山本　悠介2039 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山ﾉ内町立南小学校

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第19回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年男子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2016/7/24

スタート： 10:20:00

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

5分09秒101 美谷　淳平2081 ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾓｱSPC加賀

5分15秒102 市川　遼2109 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 科野小ｸﾛｽ

5分16秒103 西出　桜成2084 ﾆｼﾃﾞ ｵｳｾｲ ﾓｱSPC加賀

7分59秒104 小林　珠來2057 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾗ 山ﾉ内東小学校
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