
- 第11回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

23部　8km一般男子（高校生以上）
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2008/7/20

スタート ： 8:30:00

コース ：1988長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 　

会場 ：白馬スノーハープ 　

27分01秒1 松野　淳司229 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市

27分52秒2 平田　和也178 ﾋﾗﾀｶｽﾞﾔ 長野市駅伝部

28分02秒3 大山　勝広149 ｵｵﾔﾏｶﾂﾋﾛ 阿東体協ｽｷｰ部

28分10秒4 前島　啓一180 ﾏｴｼﾞﾏｹｲｲﾁ 長野市駅伝部

28分28秒5 小川　健三175 ｵｶﾞﾜｹﾝｿﾞｳ 長野市駅伝部

28分57秒6 成瀬　野生150 ﾅﾙｾﾉﾌﾞ 岐阜日野自動車ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

28分58秒7 西澤　悟志230 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條

29分20秒8 青木　雅史176 ｱｵｷﾏｻｼ 長野市駅伝部

29分46秒9 太田　達也179 ｵｵﾀﾀﾂﾔ 長野市駅伝部

29分46秒10 太田　光平198 ｵｵﾀｺｳﾍｲ 白馬高校

29分52秒11 越田　真二129 ｺｼﾀﾞｼﾝｼﾞ

29分58秒12 秋山　勝美174 ｱｷﾔﾏｶﾂﾐ 長野市駅伝部

30分02秒13 太田　圭祐195 ｵｵﾀｹｲｽｹ 白馬高校

30分10秒14 今野　二郎220 ｺﾝﾉ ｼﾞﾛｳ チームジロー

30分12秒15 斉藤　真也128 ｻｲﾄｳｼﾝﾔ 日本ｱｳﾄﾜｰﾄﾞﾊﾞｳﾝﾄﾞ協会

30分20秒16 井川　純一275 ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜日野自動車スキークラブ

30分34秒17 角田　稜197 ﾂﾉﾀﾞﾘｮｳ 白馬高校

30分44秒18 栗山　雄大196 ｸﾘﾔﾏﾕｳｷ 白馬高校

30分46秒19 徳武　雄次郎173 ﾄｸﾀｹﾕｳｼﾞﾛｳ 長野市駅伝部

30分58秒20 大胡　光次範206 ﾀﾞｲｺﾞﾐﾂﾉﾘ RUNWEB

31分02秒21 蛯沢　克仁273 ｴﾋﾞｻﾜ ｶﾂﾋﾄ

31分09秒22 金澤　郁馬240 ｶﾅｻﾞﾜ ｲｸﾏ 信大スキー部

31分09秒23 唐木　弘志152 ｶﾗｷﾋﾛｼ 赤穂小学校

31分19秒24 上村　亮介199 ｶﾐﾑﾗﾘｮｳｽｹ 白馬高校

31分29秒25 山本　航169 ﾔﾏﾓﾄﾜﾀﾙ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

31分31秒26 中島　拓哉123 ﾅｶｼﾏﾀｸﾔ 南砺総合平高校

31分33秒27 近堂　暢昭156 ｺﾝﾄﾞｳﾉﾌﾞｱｷ 魚津市役所

31分34秒28 木本　勇真126 ｷﾓﾄﾕｳﾏ 南砺総合平高校

31分46秒29 関　和仁201 ｾｷｶｽﾞﾋﾄ 白馬高校

31分49秒30 森田　拓良235 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾛｳ チーム・ベル

31分59秒31 木下　健次205 ｷﾉｼﾀｹﾝｼﾞ RUNWEB

32分10秒32 立花　遼166 ﾀﾁﾊﾞﾅﾘｮｳ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

32分18秒33 松澤　太也204 ﾏﾂｻﾞﾜﾄﾓﾔ 白馬高校

32分24秒34 宮坂　満177 ﾐﾔｻｶﾐﾂﾙ 長野市駅伝部

32分31秒35 丸山　航平164 ﾏﾙﾔﾏｺｳﾍｲ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

32分33秒36 西田　真125 ﾆｼﾀﾞﾏｺﾄ 南砺総合平高校

32分52秒37 横尾　敏彦255 ﾖｺｵ ﾄｼﾋｺ 妙高市役所

32分59秒38 平井　雅也168 ﾋﾗｲﾏｻﾔ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

33分08秒39 田中　哲広182 ﾀﾅｶﾃﾂﾋﾛ 長野市駅伝部

33分16秒40 山西　康嗣107 ﾔﾏﾆｼｺｳｼﾞ JR西日本

33分28秒41 大日方　貴澄185 ｵﾋﾞﾅﾀﾀｶｽﾞﾐ 中野実業・立志館高校スキ･

33分42秒42 野原　敏樹124 ﾉﾊﾗﾄｼｷ 南砺総合平高校

33分59秒43 宮脇　尚人120 ﾐﾔﾜｷﾅｵﾄ 南砺総合平高校

34分09秒44 塩嶋　稜一202 ｼｵｼﾞﾏﾘｮｳｲﾁ 白馬高校

34分18秒45 山口　俊151 ﾔﾏｸﾞﾁ 長野原高校

34分18秒46 佐藤　孝行110 ｻﾄｳﾀｶﾕｷ 小谷村

34分20秒47 秋元　健188 ｱｷﾓﾄﾀｹﾙ 中野実業・立志館高校スキ･

34分24秒48 横川　祐典203 ﾖｺｶﾜﾕｳｽｹ 白馬高校

35分02秒49 山本　朗181 ﾔﾏﾓﾄｱｷﾗ 長野市駅伝部

35分03秒50 井渕　雄大121 ｲﾌﾞﾁﾕｳﾋﾛ 南砺総合平高校
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35分04秒51 袋　真司217 ﾌｸﾛ ｼﾝｼﾞ ハマチャンズ

35分21秒52 丸山　卓斗190 ﾏﾙﾔﾏﾀｸﾄ 中野実業・立志館高校スキ･

35分26秒53 小田　景丸200 ｵﾀﾞｶｹﾞﾏﾙ 白馬高校

35分35秒54 西澤　俊樹244 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 信州放牧豚

35分43秒55 中村　孝史135 ﾅｶﾑﾗﾀｶｼ

35分51秒56 鈴木　利幸119 ｽｽﾞｷﾄｼﾕｷ さいたま市消防局陸上部

36分01秒57 長川原　生ニ108 ﾅｶﾞｶﾜﾗｾｲｼﾞ

36分18秒58 八重田　真171 ﾔｴﾀﾞｼﾝ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

36分19秒59 姫野　大地239 ﾋﾒﾉ ﾀﾞｲﾁ 信大スキー部

36分21秒60 相澤　二郎216 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 　

36分38秒61 池田　昌幸154 ｲｹﾀﾞﾏｻﾕｷ さいたま市消防

36分38秒62 島田　正和226 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ カテゴリー６

36分43秒63 渡辺　直志160 ﾜﾀﾅﾍﾞﾅｵｼ ﾁｰﾑ2000

36分44秒64 美路　活男131 ﾐﾄﾞﾛｶﾂｵ 武田薬品AC

36分46秒65 島田　恒道127 ｼﾏﾀﾞｺｳﾄﾞｳ 南砺総合平高校

36分53秒66 齋藤　朋弥170 ｻｲﾄｳﾄﾓﾔ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

36分54秒67 佐々木　聖一210 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ 個人

37分16秒68 滝澤　尚志158 ﾀｷｻﾞﾜﾀｶｼ 陸龍会須坂東

37分31秒69 喜多　兼士263 ｷﾀ ｹﾝｼﾞ 走遊会

37分34秒70 斎藤　敏明222 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ Ｔｅａｍ－ＩＴ

37分56秒71 亀山　毅明116 ｶﾒﾔﾏﾀｶｱｷ ｴｰｻﾞｲTAC

38分05秒72 白戸　学114 ｼﾗﾄﾏﾅﾌﾞ ｴｰｻﾞｲTAC

38分06秒73 宮坂　雄大276 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ 諏訪市役所陸上部

38分09秒74 岩﨑　拓弥163 ｲﾜｻｷﾀｸﾔ 飯山南･飯山高校ｽｷ‐部

38分22秒75 猪股　修279 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ スクリーン

38分22秒76 南波　義治157 ﾅﾝﾊﾞﾖｼﾊﾙ

38分34秒77 宇井　知樹104 ｳｲﾄﾓｷ

38分35秒78 山本　大191 ﾔﾏﾓﾄﾀﾞｲ 中野実業・立志館高校スキ･

39分00秒79 高水　久和242 ﾀｶﾐｽﾞ ﾋｻｶｽﾞ 韮崎スキークラ

39分04秒80 大籐　友宏285 ﾀﾞｲﾄｳﾄﾓﾋﾛ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ

39分10秒81 鈴木　護117 ｽｽﾞｷﾏﾓﾙ ｴｰｻﾞｲTAC

39分14秒82 富山　愛隆211 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ チーム・ティ

39分18秒83 樋口　昌作143 ﾋｸﾞﾁｼｮｳｻｸ

39分20秒84 郡司　明弘274 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ

39分21秒85 大田　三七十103 ｵｵﾀﾐﾅﾄ

39分32秒86 塚原　千絵122 ﾂｶﾊﾗﾁｴ 南砺総合平高校

39分59秒87 曽我　斉144 ｿｶﾞﾋﾄｼ

40分18秒88 志村　弘行256 ｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 大和証券（株）

40分21秒89 塚田　信雄101 ﾂｶﾀﾞﾉﾌﾞｵ

40分25秒90 フィルコックス　オリバー264 ﾌｨﾙｺｯｸｽ ｵﾘﾊﾞｰ

40分27秒91 前田　佳宏238 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 信大スキー部

40分28秒92 黒河内　武142 ｸﾛｺｳﾁﾀｹｼ

41分16秒93 竹前　淳也268 ﾀｹﾏｴ ｼﾞｭﾝﾔ

41分27秒94 下島　真二111 ｼﾓｼﾞﾏｼﾝｼﾞ

41分43秒95 山本　源宏112 ﾔﾏﾓﾄﾓﾄﾋﾛ 福井県庁

41分51秒96 西條　勇232 ﾆｼｼﾞｮｳ ｲｻﾑ かめ・くらぶ

41分53秒97 生駒　学155 ｲｺﾏﾏﾅﾌﾞ

41分55秒98 丸山　智由233 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ Ｐａｌｍ走遊会

41分57秒99 冨沢　弘幸262 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 走遊会

42分22秒100 宮島　俊和221 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ
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42分28秒101 冨山　雄一105 ﾄﾐﾔﾏﾕｳｲﾁ ｱﾙﾋﾟｺRC

42分48秒102 桐谷　悦行286 ｷﾘﾔﾖｼﾕｷ

42分57秒103 藤澤　豊133 ﾌｼﾞｻﾜﾕﾀｶ

43分13秒104 大西　勝士284 ｵｵﾆｼｶﾂｼﾞ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂ

43分24秒105 草間　剛太郎145 ｸｻﾏｺﾞｳﾀﾛｳ

43分44秒106 蔵岡　真吾261 ｸﾗｵｶ ｼﾝｺﾞ 走遊会

43分44秒107 加藤　誠司260 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ

43分47秒108 丸山　誠二159 ﾏﾙﾔﾏｾｲｼﾞ

44分16秒109 加嶋　伸彦213 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ ＴＲＣ

44分27秒110 小林　克三118 ｺﾊﾞﾔｼｶﾂﾐ

44分34秒111 瀬田　雄一郎249 ｾﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ アミノバリュー

44分59秒112 廣瀬　本男141 ﾋﾛｾﾓﾄｵ

45分02秒113 中川　万規人246 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｷﾄ 酒ＲＵＮ会

45分04秒114 望月　利一227 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ チームＭ

45分09秒115 佐々木　健140 ｻｻｷｹﾝ ｺｲﾝｼｬﾜｰ

45分11秒116 菱田　敏一231 ﾋｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ コナミ草津

45分13秒117 日下部　孝範214 ｸｻｶﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛知県小牧警察

45分31秒118 阿部　俊郎161 ｱﾍﾞﾄｼﾛｳ

45分43秒119 神田　伸博109 ｺｳﾀﾞﾉﾌﾞﾋﾛ

45分46秒120 島岡　成治215 ｼﾏｵｶ ｾｲｼﾞ 遊ＲＵＮクラブ

45分50秒121 中原　章智280 ﾅｶﾊﾗ ｱｷﾉﾘ

45分57秒122 若杉　正憲234 ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 韮崎SC

45分59秒123 矢崎　勝正259 ﾔｻﾞｷ ｶﾂﾏｻ jiji

46分03秒124 中山　均207 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 関西大学スキー

46分09秒125 小池　喜一102 ｺｲｹｷｲﾁ NTT-F中央

46分13秒126 藤巻　秀敏153 ﾌｼﾞﾏｷﾋﾃﾞｻﾄ 糸魚川・螢

46分15秒127 高橋　勉270 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 笛吹ナイターズ

46分43秒128 荒木　伸115 ｱﾗｷｼﾝ ｴｰｻﾞｲTAC

46分45秒129 原　義正254 ﾊﾗ ﾖｼﾏｻ ＤＲＦＣ

47分10秒130 吉森　浩113 ﾖｼﾓﾘﾋﾛｼ

47分14秒131 谷口　由弘106 ﾀﾆｸﾞﾁﾖｼﾋﾛ

47分21秒132 小野田　由雄218 ｵﾉﾀﾞ ﾖｼｵ ハマチャンズ

47分30秒133 有生　明雄209 ｱﾘｾ ｱｷｵ 富山赤十字ＲＣ

47分32秒134 井上　憲彦137 ｲﾉｳｴ

47分33秒135 上谷　進136 ｶﾐﾔｽｽﾑ

47分49秒136 辻　三俊271 ﾂｼﾞ ﾐﾂﾄｼ ぎふ長良川走ろう会

48分14秒137 丸山　豪251 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾖｼ あん☆ｚｏｏ

48分19秒138 宇田川　元春253 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾓﾄﾊﾙ 白馬チーム９８

48分44秒139 菅　高範281 ｶﾝ ﾀｶﾉﾘ

48分50秒140 宮木　昌広243 ﾐﾔｷ ﾏｻﾋﾛ 酒ＲＵＮ会

49分02秒141 角川　昭宏212 ﾂﾉｶﾜ ｱｷﾋﾛ ＮＴＮ長野

49分10秒142 古城　真250 ｺｼﾞｮｳ ﾏｺﾄ 生活態度五

49分36秒143 吉田　勝俊265 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾄｼ 慈愛病院

49分43秒144 佐藤　克成223 ｻﾄｳ ｶﾂﾅﾘ ミナト

50分09秒145 土屋　亨139 ﾂﾁﾔﾄｵﾙ ｺｲﾝｼｬﾜｰ

50分20秒146 丹治　賢一郎241 ﾀﾝｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ＤＲＦＣ

50分26秒147 山崎　一雄138 ﾔﾏｻﾞｷｶｽﾞｵ

51分07秒148 瓜生　義寛194 ｳﾘｭｳﾖｼﾋﾛ ﾗｼﾞｵﾐｭｰRC

51分25秒149 森下　知晃248 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｱｷ Ｑ友会

52分01秒150 宮嶋　孝夫278 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｵ
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52分06秒151 小原　健太郎224 ｵﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ＲＥＤ５ＩＶＥ

52分40秒152 小口　幹夫184 ｵｸﾞﾁﾐｷｵ 松本すすき川走

52分50秒153 山本　直樹269 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ

53分02秒154 田中　栄一146 ﾀﾅｶｴｲｲﾁ ﾁｰﾑD89

55分17秒155 竹内　勝258 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ Team Konabe

56分17秒156 小平　洋228 ｺﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｼ チームＭ

56分41秒157 内田　善治147 ｳﾁﾀﾞｾﾞﾝｼﾞ ZKM福井支部

57分10秒158 田中　真吾267 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ

58分30秒159 鈴木　勲236 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ あすりえコンビ

58分46秒160 濱田　敏生219 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｵ はま

1時間01分15秒161 南雲　忠男130 ﾅｸﾞﾓﾀﾀﾞｵ かもめ走遊会
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