
- 第21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

 2018/7/22

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30秒1 髙橋　壱星2049 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ おおたスポーツアカデミー

3分32秒2 矢澤　颯介2026 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢ＲＣ

3分34秒3 竹下　優2001 ﾀｹｼﾀ ﾕｳ 岡部小学校

3分35秒4 中村　遼2005 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ アラマキッズ

3分35秒5 鈴木　士愛2052 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 木島平小スキー部

3分37秒6 森　幸翔2043 ﾓﾘ ﾕｷﾄ 津幡ジュニア 

3分39秒7 狩野 夢翔2085 ｶﾉｳ ﾕﾒﾄ アラマキッズ

3分39秒8 高橋 優太朗2107 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ ＲＴＣ

3分40秒9 関根 進太郎2081 ｾｷﾈ ｼﾝﾀﾛｳ 野田ジュニア

3分41秒10 中尾　グスタボ2027 ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ 白馬南小学校

3分42秒11 山田 詠大2087 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ アラマキッズ

3分42秒12 大貫　廉2046 ｵｵﾇｷ ﾚﾝ おおたスポーツアカデミー

3分42秒13 相﨑　基2004 ｱｲｻﾞｷ ﾓﾄｲ 吉田特設スキー部

3分43秒14 高橋 創獅2088 ﾀｶﾊｼ ｿｳｼ アラマキッズ

3分43秒15 小海　楽空2012 ｺｶｲ ｶﾞｸ 吉田特設スキー部

3分44秒16 黒木　玲雄2021 ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越ＪＳＣ

3分44秒17 宮元　悠至2034 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分45秒18 船渡川　蒼斗2050 ﾌﾅﾄｶﾞﾜ ｱｵﾄ おおたスポーツアカデミー

3分45秒19 井上　結斗2069 ｲﾉｳｴ ﾕｲﾄ 五泉少年ＭＣ

3分45秒20 堺井 蒼士2108 ｻｶｲ ｱｵｼ

3分45秒21 小松　竹千代2028 ｺﾏﾂ ﾀｹﾁﾖ 駒ヶ根中沢ＲＣ

3分46秒22 阿部　海斗2048 ｱﾍﾞ ｶｲﾄ おおたスポーツアカデミー

3分47秒23 金井　瑛斗2020 ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越ＪＳＣ

3分50秒24 安齋　澄真2051 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｳﾏ おおたスポーツアカデミー

3分50秒25 大坪　朔空2038 ｵｵﾂﾎﾞ ｻｸ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分50秒26 寺田　駿平2015 ﾃﾗﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ アラマキッズ

3分51秒27 宝泉　伊空2042 ﾎｳｾﾝ ｲｸ 津幡ジュニア 

3分52秒28 塚原　惟歩2018 ﾂｶﾊﾗ ｲﾌﾞｷ ファイト川越

3分52秒29 宮嶋　丈瑠2071 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷小学校

3分53秒30 野島 将夫2097 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｵ 安曇野かけっこクラブ

3分53秒31 金井　珀人2011 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 山ノ内西小

3分53秒32 アダムソン　錠2061 ｱﾀﾞﾑｿﾝ ｼﾞｮｳ 白馬アスレチッククラブ

3分53秒33 山本　創介2045 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ 津幡ジュニア 

3分54秒34 矢花 海空2092 ﾔﾊﾞﾅ ﾐｿﾗ 安曇野かけっこクラブ

3分55秒35 宮下 晴也2084 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾅﾘ アラマキッズ

3分55秒36 冨永　陽介2017 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこクラブ

3分56秒37 桜井　優義2037 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷﾞ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分58秒38 山本　慶介2044 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 津幡ジュニア 

3分59秒39 佐々木　葵唯2035 ｻｻｷ ｱｵｲ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分59秒40 大井　友良2040 ｵｵｲ ﾕﾗ 川中島ＪＲＣ

3分59秒41 前田 怜和2098 ﾏｴﾀﾞ ﾚｵ 白馬北小クロス

4分00秒42 橋本　岳音2065 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 白馬アスレチッククラブ

4分00秒43 本山 秀斗2094 ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳﾄ 牟礼小学校

4分00秒44 齊藤　康慎2047 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾝ おおたスポーツアカデミー

4分01秒45 神保　帆希2016 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾎﾏﾚ 安曇野かけっこクラブ

4分02秒46 塩入　愛斗2019 ｼｵｲﾘ ﾏﾅﾄ 腰越ＪＳＣ

4分03秒47 森　星七2024 ﾓﾘ ｾﾅ 野沢温泉小学校

4分03秒48 畔上　蒼野2023 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｿｳﾔ 野沢温泉小学校

4分04秒49 紙谷　涼成2041 ｶﾐﾔ ﾘｮｳｾｲ 津幡ジュニア 

4分04秒50 山ノ井 太郎2082 ﾔﾏﾉｲ ﾀﾛｳ インターナショナルスクール・
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4分05秒51 関 太陽2110 ｾｷ ﾀｲﾖｳ モアＳＰＣ加賀

4分06秒52 宮澤 正太2100 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 野田ジュニア陸上クラブ

4分07秒53 宮原 大翼2104 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 篠ノ井西小学校

4分08秒54 山本　生吹2053 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 木島平小スキー部

4分08秒55 コアル　大良2059 ｺｱﾙ ﾀｲﾗ 白馬アスレチッククラブ

4分08秒56 田中　陽斗2064 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 白馬アスレチッククラブ

4分09秒57 中村　勇陽2022 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越ＪＳＣ

4分09秒58 若林　天翔2029 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 下氷鉋小学校

4分11秒59 松澤　晃佑2057 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬かけっこクラブ

4分14秒60 黒崎 聡明2089 ｸﾛｻｷ ｿｳﾒｲ 野田ジュニア

4分14秒61 浦辺 慶志2115 ｳﾗﾍﾞ ｹｲｼ ＭＴ

4分17秒62 横川　伯亜2066 ﾖｺｶﾜ ｱｸｱ 白馬アスレチッククラブ

4分18秒63 仲俣 悠太2091 ﾅｶﾏﾀ ﾕｳﾀ 牟礼小学校

4分18秒64 丸山 玄翔2090 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾞﾝﾄ 牟礼小学校

4分20秒65 峰村　悠生2067 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 小川スポーツふれあいクラブ

4分20秒66 有賀 圭介2099 ｱﾙｶﾞ ｹｲｽｹ

4分21秒67 金子　哲大2010 ｶﾈｺ ﾃｯﾀ 佐久市立田口小学校

4分21秒68 大根 一眞2113 ｵｵﾈ ｶｽﾞﾏ ＭＴ

4分22秒69 宮澤　諒光2062 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｻﾋ 白馬アスレチッククラブ

4分22秒70 山本　修矢2007 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾔ 山ノ内町立東小学校

4分24秒71 澤田 岳志2102 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 信濃小中学校

4分24秒72 山岸 由尚2096 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾋｻ 牟礼小学校

4分24秒73 山本　隆太2054 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 木島平小スキー部

4分25秒74 近藤 友晴2093 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ 牟礼小学校

4分25秒75 川辺　陽太2008 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾅﾀ 山ノ内町立東小学校

4分27秒76 栗林 らいあん2078 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾗｲｱﾝ インターナショナルスクール・

4分27秒77 劉 滄岳2079 ﾘｭｳ ﾁｬﾝﾕｴ インターナショナルスクール・

4分28秒78 太田　惟月2009 ｵｵﾀ ｲﾂｷ 木島小学校

4分28秒79 山本　嶺央2039 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分29秒80 岡田　岳弘2077 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 白馬北小

4分29秒81 廣世　凌真2036 ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾏ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分35秒82 山口　渡史樹2006 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 山ノ内町立東小学校

4分35秒83 長澤　宗世2058 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭｳｾｲ 白馬かけっこクラブ

4分37秒84 内藤　崚2025 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳ 白馬南小学校

4分39秒85 藤崎　陽士2074 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｳｼﾞ 小谷小学校

4分39秒86 松沢　迅2055 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 白馬北小学校

4分41秒87 山田 瑛己2109 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ 安曇野かけっこ

4分42秒88 西村　孝太郎2030 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 豊科南小学校

4分43秒89 奥野　敬太2063 ｵｸﾉ ｹｲﾀ 白馬アスレチッククラブ

4分44秒90 細澤　蒼太2073 ﾎｿｻﾞﾜ ｿｳﾀ 小谷小学校

4分45秒91 春日　蒼生2003 ｶｽｶﾞ ｱｵｲ 吉田特設スキー部

4分45秒92 矢口　遼2068 ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳ 小川スポーツふれあいクラブ

4分46秒93 山本　和季2033 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 山ノ内町立南小学校

4分47秒94 高崎 志真2083 ﾀｶｻｷ ｼﾏ 野田ジュニア

4分48秒95 上川　凌佑2075 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 小谷小学校ランニングクラブ

4分48秒96 石原　遼明2070 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾒｲ

4分53秒97 宮本 顕太朗2101 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 比美乃江ランナーズ

4分54秒98 上野 翔流2095 ｳｴﾉ ｶｹﾙ 牟礼小学校

4分55秒99 佐藤　源太2031 ｻﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 山ノ内町立南小学校

4分56秒100 押木　颯音2002 ｵｼｷ ﾊﾔﾄ 吉田特設スキー部
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4分56秒101 児玉　明謙2013 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾉﾘ 吉田特設スキー部

5分04秒102 関口　侃亮2032 ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝｽｹ 山ノ内町立南小学校

5分06秒103 石川　和歩2076 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾎ 小谷小学校

5分12秒104 丸山　翔大2072 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 小谷小学校

5分14秒105 片山 隼基2103 ｶﾀﾔﾏ ｼｭﾝｷ 信濃小中学校

5分21秒106 小林 元樹2105 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 山ノ内町西

5分49秒107 丸山　壮2014 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳ 吉田特設スキー部
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