
- 第９回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

8部　小学生3,4年男子 1km
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 備考

 2006/7/16

スタート： 9:10:00

会場: 長野県白馬村

主催: 大会組織委員会

 3分52秒1 箱山　陸人2074 ﾊｺﾔﾏﾘｸﾄ 腰越ＪＳＣ

 4分 0秒2 千国　剛史2036 ﾁｸﾆﾂﾖｼ アベベ駅伝クラブ

 4分 2秒3 西村　達2035 ﾆｼﾑﾗﾄｵﾙ アベベ駅伝クラブ

 4分 4秒4 岡澤　悠太2017 ｵｶｻﾞﾜﾕｳﾀ おたりのほし

 4分 8秒5 宮崎　拓己2023 ﾐﾔｻﾞｷﾀｸﾐ 浅科小学校

 4分11秒6 藤原　亨祐2032 ﾌｼﾞﾜﾗｷｮｳｽｹ 明科かけっこＣ

 4分11秒7 馬場　直人2058 ﾊﾞﾊﾞﾅｵﾄ 山ノ内町立東小学校

 4分11秒8 位高　秀明2018 ｲﾀｶﾋﾃﾞｱｷ

 4分13秒9 宮川　紘彰2082 ﾐﾔｶﾞﾜﾋﾛｱｷ 白馬アスレチッククラブ

 4分13秒10 塩澤　芙雪2003 ｼｵｻﾞﾜﾌﾕｷ 白馬南小学校

 4分15秒11 山崎　航2070 ﾔﾏｻｷﾜﾀﾙ 明科かけっこクラブ

 4分16秒12 有賀　翼2004 ｱﾘｶﾞﾂﾊﾞｻ 白馬北小クロス部

 4分18秒13 喜代浜　友貴2052 ｷﾖﾊﾏﾕｳｷ 大町北小学校

 4分19秒14 湯澤　舜2076 ﾕｻﾞﾜｼｭﾝ 駒ヶ根中沢RC

 4分19秒15 千国　真偉人2014 ﾁｸﾆﾏｲﾄ おたりのほし

 4分19秒16 西澤　裕貴2013 ﾆｼｻﾞﾜﾕｳｷ おたりのほし

 4分20秒17 田地野　翔也2089 ﾀｼﾞﾉｼｮｳﾔ 妙高小クロカン部

 4分21秒18 遠藤　憧2056 ｴﾝﾄﾞｳｼｮｳ

 4分27秒19 池野　敬太2027 ｲｹﾉｹｲﾀ スーパーキッズクラブ

 4分29秒20 江津　智喜2045 ｺﾞｳﾂﾞﾄﾓｷ 美麻小学校

 4分32秒21 塚田　晃大2040 ﾂｶﾀﾞｺｳﾀﾞｲ 山ノ内西小XC

 4分35秒22 田代　勇輔2029 ﾀｼﾛﾕｳｽｹ 白馬北小学校

 4分36秒23 長島　均2061 ﾅｶﾞｼﾏﾋﾄｼ 山ノ内町立東小学校

 4分37秒24 武井　陽2062 ﾀｹｲﾋﾅﾀ

 4分37秒25 角田　秀輝2034 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 茶瓶

 4分37秒26 佐藤　隼吾2066 ｻﾄｳｼｮｳｺﾞ

 4分40秒27 山岸　朋輝2038 ﾔﾏｷﾞｼﾄﾓｷ 山ノ内西小XC

 4分41秒28 海老原　孝明2083 ｴﾋﾞﾊﾗﾀｶｱｷ 宮崎小学校

 4分41秒29 小林　諒太2075 ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ 腰越ＪＳＣ

 4分42秒30 原　祥太朗2054 ﾊﾗｼｮｳﾀﾛｳ アラマキッズ

 4分42秒31 宮嶋　風太2012 ﾐﾔｼﾞﾏﾌｳﾀ おたりの星

 4分42秒32 滝沢　将人2081 ﾀｷｻﾞﾜﾏｻﾄ 白馬アスレチッククラブ

 4分43秒33 郷津　朋稀2063 ｺﾞｳﾂﾞﾄﾓｷ 白馬アスレチッククラブ

 4分45秒34 羽毛田　高聖2005 ﾊｹﾀﾞｺｳｾｲ おたりの星

 4分45秒35 平沢　繁史2091 ﾋﾗｻﾜｼｹﾞﾌﾐ 豊丘南小学校4年

 4分46秒36 宮田　魁2072 ﾐﾔﾀｶｲ 白馬アスレチッククラブ

 4分48秒37 横川　朝也2064 ﾖｺｶﾜｱｻﾔ

 4分50秒38 伊藤　健介2028 ｲﾄｳｹﾝｽｹ

 4分50秒39 糸乗　佳太2037 ｲﾄﾉﾘｹｲﾀ 山ノ内西小XC

 4分50秒40 下川　敬太郎2048 ｼﾓｶﾜｹｲﾀﾛｳ 白馬南小学校

 4分51秒41 二瓶　汐音2259 ﾆﾍｲｼｵﾝ

 4分52秒42 田中　大輝2084 ﾀﾅｶﾀﾞｲｷ おぢゃファイトクラブ

 4分52秒43 田村　将大2068 ﾀﾑﾗﾏｻﾋﾛ 野田ジュニア

 4分55秒44 伊藤　康介2026 ｲﾄｳｺｳｽｹ

 4分55秒45 八木　環樹2090 ﾔｷﾞﾀﾏｷ 八木ファミリー

 4分57秒46 山形　生馬2088 ﾔﾏｶﾞﾀｼｮｳﾏ 大町町立美麻小学校

 4分57秒47 内田　亜汰瑠2080 ｳﾁﾀﾞｱﾀﾙ 山ノ内南小スキー部

 4分58秒48 川崎　伊賢2051 ｶﾜｻｷｺﾚﾏｻ 木島平南部小

 4分59秒49 鷲澤　健2016 ﾜｼｻﾞﾜｹﾝ おたりのほし

 5分 1秒50 片桐　元貴2092 ｶﾀｷﾞﾘﾓﾄｷ 豊丘南小学校4年
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 5分 3秒51 阿久津　啓2055 ｱｸﾂｹｲ アラマキッズ

 5分 5秒52 山田　大輔2006 ﾔﾏﾀﾞﾀﾞｲｽｹ おたりの星

 5分 6秒53 増田　樹也2030 ﾏｽﾀﾞﾀﾂｷ 白馬北小学校

 5分 6秒54 上野　空2044 ｳｴﾉｿﾗ 美麻小学校

 5分 7秒55 川俣　大翼2024 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 原ＰＣジュニア

 5分 8秒56 横川　智之1025 ﾖｺｶﾜﾄﾓﾕｷ

 5分10秒57 安藤　拓真2077 ｱﾝﾄﾞｳﾀｸﾏ 駒ヶ根中沢RC

 5分11秒58 大塚　栄青2093 ｵｵﾂｶｴｲｾｲ 白馬北小学校

 5分11秒59 飯島　聖也2043 ｲｲｼﾞﾏｾｲﾔ 白馬陸上クラブ

 5分12秒60 相澤　友1010 ｱｲｻﾞﾜﾄﾓ 小谷小学校

 5分12秒61 鷲沢　亮2011 ﾜｼｻﾞﾜﾘｮｳ

 5分13秒62 山口　健斗2087 ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝﾄ 白馬アスレチッククラブ

 5分14秒63 月岡　哲也2039 ﾂｷｵｶﾃﾂﾔ 山ノ内西小XC

 5分14秒64 宮嶋　恵悟2008 ﾐﾔｼﾞﾏｹｲｺﾞ おたりのほし

 5分18秒65 藤田　康平2002 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 井口小学校

 5分18秒66 位高　光明2019 ｲﾀｶﾐﾂｱｷ

 5分22秒67 宮田　裕輝2069 ﾐﾔﾀﾕｳｷ 白馬アスレチッククラブ

 5分24秒68 猪股　駿2025 ｲﾉﾏﾀｼｭﾝ おたりのほし

 5分24秒69 木村　太一2057 ｷﾑﾗﾀｲﾁ 白馬南小学校

 5分25秒70 郷津　智史2047 ｺﾞｳﾂｻﾄｼ 白馬北小学校

 5分25秒71 山口　亮俊2050 ﾔﾏｸﾞﾁﾀｶﾄｼ

 5分25秒72 飯塚　涼太2041 ｲｲｽﾞｶﾘｮｳﾀ 山ノ内西小XC

 5分25秒73 千國　達哉2009 ﾁｸﾆﾀﾂﾔ おたりの星

 5分28秒74 吉岡　凌2053 ﾖｼｵｶﾘｮｳ アラマキッズ

 5分31秒75 桜井　一興2079 ｻｸﾗｲｶｽﾞｵｷ 山ノ内南小スキー部

 5分31秒76 小池　悠介2071 ｺｲｹﾕｳｽｹ 白馬アスレチッククラブ

 5分33秒77 森　優2085 ﾓﾘｼｸﾞﾙ 白馬アスレチッククラブ

 5分36秒78 高相　幸也2059 ﾀｶｿｳﾕｷﾔ 山ノ内町立東小学校

 5分40秒79 久保田　悦生2086 ｸﾎﾞﾀﾖｼｷ 山ノ内南小スキー部

 5分40秒80 酒井　翔平2046 ｻｶｲｼｮｳﾍｲ 美麻小学校

 5分41秒81 湯本　敬之2042 ﾕﾓﾄﾀｶﾕｷ 科野小XCスキークラブ

 5分44秒82 佐瀬　元樹2065 ｻｾｹﾞﾝｷ 白馬アスレチッククラブ

 5分47秒83 中村　文人2049 ﾅｶﾑﾗﾌﾐﾄ 白馬南小学校

 5分51秒84 飯田　巧2020 ｲｲﾀﾞﾀｸﾐ おたりのほし

 5分52秒85 児玉　壱成2060 ｺﾀﾞﾏｲｯｾｲ 山ノ内町立東小学校

 5分54秒86 稲田　純矢2078 ｲﾅﾀﾞｼﾞｭﾝﾔ 山ノ内南小スキー部

 5分54秒87 花岡　司2021 ﾊﾅｵｶﾂｶｻ おたりのほし

 5分57秒88 森田　隼矢2007 ﾓﾘﾀｼﾞｭﾝﾔ おたりのほし

 6分30秒89 斎藤　翔太2067 ｻｲﾄｳｼｮｳﾀ 拓く翔る慶ぶ

 6分32秒90 萩沢　昌俊2010 ﾊｷﾞｻﾜﾏｻﾄｼ おたりの星
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