
- 第９回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

9部　小学生5,6年男子 1.5km
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 備考

 2006/7/16

スタート： 9:20:00

会場: 長野県白馬村

主催: 大会組織委員会

 5分31秒1 武田　凛太郎3016 ﾀｹﾀﾞﾘﾝﾀﾛｳ 野田ジュニア陸上クラブ

 5分34秒2 岡村　卓也3091 ｵｶﾑﾗﾀｸﾔ 腰越ＪＳＣ

 5分42秒3 佐々木　優3048 ｻｻｷﾕｳ 野田ジュニア陸上クラブ

 5分42秒4 川俣　隼也3008 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 原ＰＣジュニア

 5分44秒5 逆井　将吾3060 ｻｶｻｲｼｮｳｺﾞ 野田ジュニア

 5分46秒6 鳥羽　修平3022 ﾄﾊﾞｼｭｳﾍｲ アベベ駅伝クラブ

 5分46秒7 林　優人3089 ﾊﾔｼﾕｳﾄ 駒ヶ根中沢RC

 5分52秒8 長島　知宏3065 ﾅｶﾞｼﾏﾄﾓﾋﾛ 野田ジュニア

 5分55秒9 村田　将斗3006 ﾑﾗﾀﾏｻﾄ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

 5分55秒10 高橋　亮太3023 ﾀｶﾊｼﾘｮｳﾀ アベベ駅伝クラブ

 5分57秒11 鈴木　智幸3070 ｽｽﾞｷﾄﾓﾕｷ 野田ジュニア陸上クラブ

 5分58秒12 春日　千速3087 ｶｽｶﾞﾁﾊﾔ 駒ヶ根中沢RC

 6分 3秒13 水口　鋭哉3109 ﾐｽﾞｸﾞﾁｴｲｻｲ らくさいRC

 6分12秒14 竹中　惇3108 ﾀｹﾅｶｼﾞｭﾝ らくさいRC

 6分14秒15 大蔵　孝明3088 ｵｵｸﾗﾀｶｱｷ 駒ヶ根中沢RC

 6分14秒16 山岸　一樹3047 ﾔﾏｷﾞｼｶｽﾞｷ 木島平南部小学校

 6分14秒17 山口　凌平3003 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 野田ジュニア

 6分15秒18 山崎　洵3021 ﾔﾏｻｷｼﾞｭﾝ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

 6分16秒19 笹沢　大地3092 ｻｻｻﾞﾜﾀﾞｲﾁ 腰越ＪＳＣ

 6分16秒20 久保田　広樹3106 ｸﾎﾞﾀﾋﾛｷ らくさいRC

 6分19秒21 大谷　拓嗣3041 ｵｵﾀﾆﾋﾛｼ アラマキッズ

 6分19秒22 田中　智瑛3010 ﾀﾅｶﾄﾓｱｷ 白馬南小学校

 6分23秒23 西原　拓馬3095 ﾆｼﾊﾗﾀｸﾏ おぢゃファイトクラブ

 6分23秒24 半田　勇貴3062 ﾊﾝﾀﾞﾕｳｷ

 6分25秒25 渡島　寛己3055 ﾜﾀｼﾞﾏﾋﾛｷ 松川小学校

 6分25秒26 蟹沢　淳平3086 ｶﾆｻﾜｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 駒ヶ根中沢RC

 6分26秒27 池田　圭介3036 ｲｹﾀﾞｹｲｽｹ 山ノ内西小XC

 6分27秒28 篠崎　一仁3007 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 白馬南小学校

 6分28秒29 飯塚　智也3035 ｲｲｽﾞｶﾄﾓﾔ 山ノ内西小XC

 6分29秒30 馬場　雄樹3085 ﾊﾞﾊﾞﾕｳｷ 山ノ内町立東小学校

 6分30秒31 海老原　寛明3059 ｴﾋﾞﾊﾗﾋﾛｱｷ 宮崎小学校

 6分31秒32 井上　岳3004 ｲﾉｳｴｶﾞｸ 富士里小学校

 6分31秒33 川上　晃平3102 ｶﾜｶﾐｺｳﾍｲ 妙高小クロカン部

 6分32秒34 山田　祐也3005 ﾔﾏﾀﾞﾕｳﾔ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

 6分34秒35 田村　怜也3025 ﾀﾑﾗﾘｮｳﾔ アラマキッズ

 6分36秒36 藤井　昌織3064 ﾌｼﾞｲﾏｻｵﾘ 白馬アスレチッククラブ

 6分37秒37 高橋　涼太3040 ﾀｶﾊｼﾘｮｳﾀ 松川小学校

 6分37秒38 湯本　啓太3082 ﾕﾓﾄｹｲﾀ 山ノ内町立東小学校

 6分37秒39 黒岩　駿3084 ｸﾛｲﾜｼｭﾝ 山ノ内町立東小学校

 6分39秒40 森　俊也3029 ﾓﾘﾄｼﾔ 南部小学校

 6分39秒41 白波瀬　海人3107 ｼﾗﾊｾｶｲﾄ らくさいRC

 6分40秒42 山本　裕3014 ﾔﾏﾓﾄﾋﾛｼ 南部小学校ｸﾛｽｽｷｰ部

 6分41秒43 池田　淳3030 ｲｹﾀﾞｱﾂｼ 山ノ内西小XC

 6分41秒44 小林　涼3024 ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳ 野沢小学校

 6分41秒45 宮入　直3079 ﾐﾔｲﾘﾅｵ 山ノ内南小スキー部

 6分41秒46 伊藤　駿汰3019 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ チーム伊藤家

 6分43秒47 富田　一成3050 ﾄﾐﾀｶｽﾞﾅﾘ アラマキッズ

 6分45秒48 掘米　翔大3032 ﾎﾘｺﾞﾒｼｮｳﾀ 山ノ内西小XC

 6分45秒49 吉池　成弥3034 ﾖｼｲｹﾅﾘﾔ 山ノ内西小XC

 6分48秒50 神宮司　悠人3063 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞﾕｳﾄ 白馬アスレチッククラブ
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 6分49秒51 松本　匡史3053 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ マキノジュニア

 6分49秒52 加藤　拓哉3045 ｶﾄｳﾀｸﾔ アラマキッズ

 6分50秒53 望月　創3081 ﾓﾁﾂﾞｷﾊｼﾞﾒ 山ノ内南小スキー部

 6分50秒54 安藤　雄真3090 ｱﾝﾄﾞｳﾕｳﾏ 駒ヶ根中沢RC

 6分53秒55 篠﨑　友希3057 ｼﾉｻﾞｷﾕｳｷ 白馬南小学校

 6分54秒56 小林　篤記3077 ｺﾊﾞﾔｼｱﾂｷ 白馬アスレチッククラブ

 6分56秒57 長田　優3103 ｵｻﾀﾞﾏｻﾙ 妙高小クロカン部

 6分59秒58 柳　拓夢3066 ﾔﾅｷﾞﾀｸﾑ まつだいｸﾛｶﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ

 6分59秒59 山本　啓悟3001 ﾔﾏﾓﾄｹｲｺﾞ 木島平南部小学校

 7分 3秒60 森　彬人3026 ﾓﾘｱｷﾄ 南部小学校

 7分 3秒61 相川　哲人3027 ｱｲｶﾜｱｷﾋﾄ アラマキッズ

 7分 4秒62 富田　航平3046 ﾄﾐﾀｺｳﾍｲ

 7分 8秒63 久保田　朗広3080 ｸﾎﾞﾀｱｷﾋﾛ 山ノ内南小スキー部

 7分 8秒64 八木　直樹3105 ﾔｷﾞﾅｵｷ 八木ファミリー

 7分 9秒65 石関　康平3051 ｲｼｾﾞｷｺｳﾍｲ アラマキッズ

 7分12秒66 佐藤　貴騎3097 ｻﾄｳﾀｶｷ おぢゃファイトクラブ

 7分15秒67 春原　悠人3072 ｽﾉﾊﾗﾕｳﾄ 山ノ内南小スキー部

 7分15秒68 望月　力3069 ﾓﾁﾂﾞｷﾁｶﾗ 明科かけっこクラブ

 7分15秒69 箱山　怜央3093 ﾊｺﾔﾏﾚｵ 腰越ＪＳＣ

 7分17秒70 吉澤　祐貴3018 ﾖｼｻﾞﾜﾕｳｷ 明科かけっこクラブ

 7分18秒71 滝澤　悠3083 ﾀｷｻﾞﾜﾕｳ 山ノ内町立東小学校

 7分18秒72 長沢　悟3104 ﾅｶﾞｻﾜｻﾄﾙ 白馬南小学校

 7分22秒73 久保　洸介3056 ｸﾎﾞｺｳｽｹ 山ノ内南小スキー部

 7分22秒74 来田村　瑞樹3052 ｷﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ マキノジュニア

 7分23秒75 廣瀬　貴旭3054 ﾋﾛｾ ﾀｶｱｷ マキノジュニア

 7分27秒76 宮成　一希3049 ﾐﾔﾅﾘｶｽﾞｷ 野田ジュニア

 7分27秒77 降旗　一樹3068 ﾌﾙﾊﾀｶｽﾞｷ 白馬アスレチッククラブ

 7分35秒78 鳥羽　大樹3028 ﾄﾊﾞﾀﾞｲｷ 明科かけっこクラブ

 7分38秒79 中村　将大3013 ﾅｶﾑﾗﾏｻﾋﾛ

 7分39秒80 小林　壱成3031 ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾅﾘ 山ノ内西小XC

 7分39秒81 武田　純弥3099 ﾀｹﾀﾞｼﾞｭﾝﾔ おぢゃファイトクラブ

 7分45秒82 霜鳥　立実3101 ｼﾓﾄﾞﾘﾀﾂﾐ 妙高小クロカン部

 7分47秒83 田中　慎太郎3073 ﾀﾅｶｼﾝﾀﾛｳ 白馬アスレチッククラブ

 7分47秒84 水野　一輝3044 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 堀川南小学校

 7分51秒85 高橋　拓大3009 ﾀｶﾊｼ 白馬北小学校

 7分55秒86 檀原　将太3015 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ 青木島小学校

 7分57秒87 小林　正典3033 ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾉﾘ 山ノ内西小XC

 7分59秒88 中島　晋司3012 ﾅｶｼﾞﾏｼﾝｼﾞ

 7分59秒89 後藤　麦3042 ｺﾞﾄｳﾑｷﾞ 美麻小学校

 8分 2秒90 神谷　啓太3075 ｶﾐﾔｹｲﾀ 海老沼小学校

 8分 5秒91 今井　大輝3067 ｲﾏｲﾀﾞｲｷ

 8分 5秒92 佐藤　馨3058 ｻﾄｳｶｵﾙ

 8分10秒93 斎藤　海3098 ｻｲﾄｳｶｲ おぢゃファイトクラブ

 8分12秒94 斉藤　貴彦3011 ｻｲﾄｳﾀｶﾋｺ

 8分25秒95 下川　紘史3076 ｼﾓｶﾜﾋﾛﾌﾐ 白馬南小学校

 9分31秒96 内田　翔3078 ｳﾁﾀﾞｶｹﾙ 山ノ内南小スキー部
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