
- 第12回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

10部　1.5km小学生5,6年男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2009/7/19

スタート ： 9:50:00

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 　

5分19秒1 飯島　康介3098 ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 蒲郡クラブ

5分25秒2 箱山　陸人3070 ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 腰越JSC

5分34秒3 水上　優斗3111 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 駒ヶ根中沢RC

5分50秒4 松木　之衣3048 ﾏﾂｷ ﾕﾉｴ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5分52秒5 柳沢　充保3069 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 腰越JSC

5分53秒6 米沢　海人3095 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｲﾄ A.C.TOYAMAJr.

5分53秒7 川島　恵一3006 ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 会染小学校

5分54秒8 前田　隆貴3014 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳｷ みんスポ

5分54秒9 伊藤　祐朔3068 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 腰越JSC

5分55秒10 高野　拡美3050 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5分56秒11 小林　海仁3051 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5分57秒12 丸山　和輝3049 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5分57秒13 石川　夏暉3107 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｷ 南部小スキー部

6分00秒14 西山　蒼3003 ﾆｼﾔﾏ ｿｳ 池田小学校

6分04秒15 松倉　源帥3040 ﾏﾂｸﾗ ｹﾞﾝｾｲ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分04秒16 市川　楓3073 ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 腰越JSC

6分06秒17 関口　大樹3004 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分09秒18 中村　優斗3028 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 戸狩小学校

6分10秒19 佐藤　聖也3008 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 東小学校

6分12秒20 小林　諒汰3066 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 腰越JSC

6分13秒21 吉田　舜基3094 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｷ A.C.TOYAMAJr.

6分14秒22 所河　北斗3112 ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根中沢RC

6分17秒23 謝名堂　敬3034 ｼﾞｬﾅﾄﾞｳ ﾀｶｼ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分18秒24 小板橋　真樹3023 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻｷ

6分19秒25 藤沢　樹生3096 ﾌｼﾞｻﾜ ｲｯｷ A.C.TOYAMAJr.

6分20秒26 宍戸　太一3033 ｼｼﾄﾞ ﾀｲﾁ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分20秒27 丸山　樹良3054 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾗ 山ノ内東小学校

6分21秒28 中村　祐太3121 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城ＪＡＣ

6分22秒29 相ノ谷　圭悟3027 ｱｲﾉﾔ ｹｲｺﾞ

6分24秒30 木田　元春3005 ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃ｳｨﾝｸﾞ

6分25秒31 小林　凱人3032 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 戸狩小学校

6分25秒32 小林　優矢3067 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 腰越JSC

6分26秒33 久保　湧聖3065 ｸﾎﾞ ﾕｳｾｲ 山ノ内東小学校

6分29秒34 小池　悠介3038 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分29秒35 宮川　翔大3031 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分30秒36 湯本　大智3056 ﾕﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 山ノ内東小学校

6分31秒37 渡邉　万葉3106 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾊ 南部小スキー部

6分32秒38 西澤　廣3084 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳ 小谷小学校（おたりのかぜ）

6分34秒39 猪股　駿3086 ｲﾉﾏﾀ ｼｭﾝ 小谷小学校（おたりのかぜ）

6分34秒40 森　優3037 ﾓﾘ ｽｸﾞﾙ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分35秒41 髙橋　飛悠3044 ﾀｶﾊｼ ﾋﾕｳ 白馬南小学校

6分35秒42 横山　武史3035 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 白馬南小学校

6分38秒43 太島　稜志3080 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 城ヶ丘XC

6分39秒44 笠原　陸3062 ｶｻﾊﾗ ﾘｸ 山ノ内東小学校

6分41秒45 山本　雄陽3001 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ 木島平南部

6分42秒46 村上　領3093 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ

6分43秒47 布施谷　直人3109 ﾌｾﾔ ﾅｵﾄ 山ノ内北小

6分45秒48 郷津　智史3036 ｺﾞｳﾂﾞ ｻﾄｼ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分46秒49 今井　一紘3120 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾋﾛ おぢやファイトクラブ

6分47秒50 大月　海世3002 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ
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6分47秒51 黒岩　立3059 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾙ 山ノ内東小学校

6分47秒52 真島　雅季3018 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 松川小学校

6分48秒53 廣井　楓也3114 ﾋﾛｲ ﾌｳﾔ おぢやファイトクラブ

6分50秒54 池田　淳之介3081 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 城ヶ丘XC

6分50秒55 山本　涼太3060 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山ノ内東小学校

6分50秒56 竹村　吉晃3115 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根中沢RC

6分50秒57 中山　陸3055 ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ 山ノ内東小学校

6分51秒58 庄司　順朋3024 ｼｮｳｼﾞ ﾖﾘﾄﾓ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分51秒59 相場　泰彦3104 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 小諸ＪＥＣ

6分51秒60 富山　昂太3026 ﾄﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分55秒61 山上　淳3071 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 腰越JSC

6分55秒62 高相　幸也3053 ﾀｶｿｳ ﾕｷﾔ 山ノ内東小学校

6分56秒63 飯塚　涼太3010 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀ 山ノ内西小学校

6分58秒64 川中　浩平3103 ｶﾜﾅｶ ｺｳﾍｲ 小諸ＪＥＣ

7分00秒65 篠崎　仁志3100 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾄｼ 白馬

7分00秒66 鈴木　颯太郎3046 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀﾛｳ 白馬南小学校

7分01秒67 蜜澤　岳　3020 ﾐﾂｻﾞﾜ ｶﾞｸ

7分02秒68 小山　稔生3105 ｺﾔﾏ ﾄｼｷ 小諸ＪＥＣ

7分04秒69 矢花　達也3011 ﾔﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

7分06秒70 岩下　聖3058 ｲﾜｼﾀ ﾋｼﾞﾘ 山ノ内東小学校

7分06秒71 斉藤　奨3042 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 白馬南小学校

7分07秒72 柳　歩夢3118 ﾔﾅｷﾞ ｱﾕﾑ まつだいクロカンスキークラブ

7分09秒73 吉越　一真3117 ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 信大附属長野小学校

7分11秒74 中山　大暉3077 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 山ノ内南小学校

7分12秒75 千野　泰河3012 ﾁﾉ ﾀｲｶﾞ 飯山小学校ＸＣ

7分13秒76 高木　優人3108 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ 南部小スキー部

7分13秒77 宮島　優希3015 ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾕｳｷ

7分14秒78 的場　大雅3041 ﾏﾄﾊﾞ ﾀｲｶﾞ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分14秒79 櫻井　龍馬3075 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾏ 山ノ内南小学校

7分15秒80 岩崎　友明3022 ｲﾜｻｷ ﾄﾓｱｷ

7分15秒81 岡田　稜3119 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 駒ヶ根中沢RC

7分15秒82 久保田　智之3017 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

7分17秒83 高相　拓海3052 ﾀｶｿｳ ﾀｸﾐ 山ノ内東小学校

7分20秒84 寺沢　巧斗3025 ﾃﾗｻﾜ ﾀｸﾄ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

7分21秒85 柏原　啓佑3043 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 白馬南小学校

7分21秒86 関　崇行3057 ｾｷ ﾀｶﾕｷ 山ノ内東小学校

7分23秒87 小菅　元士3016 ｺｽｹﾞ ﾓﾄｼ 東越谷小学校

7分29秒88 宗藤　健矢3030 ﾑﾈﾄｳ ｹﾝﾔ 野田ｼﾞｭﾆｱ

7分30秒89 武田　直樹3079 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 山ノ内南小学校

7分38秒90 宮崎　雄也3061 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾔ 山ノ内東小学校

7分41秒91 北村　健士郎3083 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾛｳ 小谷小学校（おたりのかぜ）

7分42秒92 宮崎　巧巳3064 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 山ノ内東小学校

7分50秒93 山戸　晶太3078 ﾔﾏﾄ ｼｮｳﾀ 山ノ内南小学校

7分56秒94 金子　直生3021 ｶﾈｺ ﾅｵｷ

7分56秒95 板津　裕之3102 ｲﾀﾂﾞ ﾋﾛﾕｷ 弥生小学校

8分03秒96 町田　大樹3076 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 山ノ内南小学校

8分03秒97 篠﨑　直貴3045 ｼﾉｻﾞｷ ﾅｵｷ 白馬南小学校

8分06秒98 工藤　慶太郎3072 ｸﾄﾞｳ ｹｲﾀﾛｳ 腰越JSC

8分10秒99 三橋　輝一3029 ﾐﾂﾊｼ ｷｲﾁ

8分12秒100 櫻井　一興3074 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｵｷ 山ノ内南小学校
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8分16秒101 荻澤　昌俊3088 ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 小谷小学校（おたりのかぜ）

8分18秒102 淀　光儀3091 ﾖﾄﾞ ﾐﾂﾖｼ 小谷小学校（おたりのかぜ）

8分20秒103 小野澤　平3063 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲﾗ 山ノ内東小学校

8分25秒104 吉永　岳史3110 ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾞｸｼ 東小学校

8分29秒105 森田　隼矢3090 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 小谷小学校（おたりのかぜ）

8分42秒106 石田　達哉3087 ｲｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 小谷小学校（おたりのかぜ）

8分49秒107 花岡　恭行3089 ﾊﾅｵｶ ﾔｽﾕｷ 小谷小学校（おたりのかぜ）

9分10秒108 渡辺　大靖3047 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

9分26秒109 占野　絋希3007 ｼﾒﾉ ｺｳｷ

10分06秒110 丸山　翔吾3085 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小谷小学校（おたりのかぜ）

10分15秒111 米倉　朋輝3113 ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ

10分18秒112 板津　智之3101 ｲﾀﾂﾞ ﾄﾓﾕｷ 弥生小学校
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