
- 第12回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

11部　4km中学生男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2009/7/19

スタート ： 10:00:00

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 　

15分11秒1 水野　一輝4073 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 片山学園中学

15分31秒2 入村　恵貴4008 ｲﾘﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 草津中学校

15分31秒3 馬場　雄樹4011 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 山ノ内中学校

15分37秒4 馬場　直人4010 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 山ノ内中学校

15分45秒5 湯本　啓太4004 ﾕﾓﾄ ｹｲﾀ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

15分46秒6 竹節　優希4028 ﾀｹﾌｼ ﾕｳｷ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

16分08秒7 鳥羽　大樹4018 ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 明科中学校

16分19秒8 寺沢　望4074 ﾃﾗｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 雄山中学校

16分23秒9 川尻　幸之介4055 ｶﾜｼﾞﾘ ｺｳﾉｽｹ A.C.TOYAMAJr.

16分30秒10 中才　雄介4053 ﾅｶｻｲ ﾕｳｽｹ A.C.TOYAMAJr.

16分31秒11 田中　智瑛4038 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 白馬中ｸﾛｽ部

16分36秒12 篠崎　一仁4035 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 白馬中ｸﾛｽ部

16分41秒13 島﨑　敦也4086 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 木島平中学校

16分47秒14 渡辺　瑛仁4027 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 山ノ内中学校

16分48秒15 池田　圭介4029 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

16分51秒16 高橋　拓大4037 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾀﾞｲ 白馬中ｸﾛｽ部

16分53秒17 久保田　朗広4031 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

16分55秒18 宮﨑　有希4005 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 草津中学校

16分56秒19 井水　啓人4054 ｲﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ A.C.TOYAMAJr.

16分56秒20 中沢　康二4078 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ まつだいクロカンスキークラブ

17分00秒21 塩嶋　耕平4039 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 白馬中ｸﾛｽ部

17分01秒22 勝山　竜成4021 ｶﾂﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 木島平中学校

17分03秒23 田中　仁悟4002 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 永明中学校

17分03秒24 山﨑　航4015 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 明科中学校

17分11秒25 久保　洸介4030 ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

17分17秒26 赤松　燎4071 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 信濃中学校

17分21秒27 井上　岳4067 ｲﾉｳｴ ｶﾞｸ 信濃中学校

17分26秒28 髙橋　涼太4065 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松川中学校

17分27秒29 神宮司　悠人4042 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾕｳﾄ 白馬中ｸﾛｽ部

17分27秒30 湊　廣輝4077 ﾐﾅﾄ ﾋﾛｷ

17分29秒31 柳　拓夢4079 ﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾑ まつだいクロカンスキークラブ

17分30秒32 渡島　寛己4026 ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松川中学校

17分31秒33 齋藤　有馬4007 ｻｲﾄｳ ｱﾘﾏ 草津中学校

17分31秒34 田島　直也4059 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 小谷中学校

17分34秒35 横山　諒4036 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 白馬中ｸﾛｽ部

17分35秒36 長澤　悟4040 ﾅｶﾞｻﾜ ｻﾄﾙ 白馬中ｸﾛｽ部

17分39秒37 小林　比呂4068 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛ 信濃中学校

17分40秒38 杣田　銀史朗4052 ｿﾏﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾛｳ A.C.TOYAMAJr.

17分42秒39 原山　和也4066 ﾊﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 信濃中学校

17分44秒40 鹿住　颯良4072 ｶｽﾞﾐ ｿﾗ 信濃中学校

17分49秒41 長島　均4034 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

17分52秒42 内田　亜汰瑠4032 ｳﾁﾀﾞ ｱﾀﾙ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

17分59秒43 室岡　郁弥4081 ﾑﾛｵｶ ﾌﾐﾔ まつだいクロカンスキークラブ

18分01秒44 坂田　悠輔4064 ｻｶﾀ ﾕｳｽｹ 腰越JSC

18分03秒45 山本　涼4080 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ まつだいクロカンスキークラブ

18分06秒46 塩澤　芙雪4045 ｼｵｻﾞﾜ ﾌﾕｷ 白馬中ｸﾛｽ部

18分07秒47 早川　敬4043 ﾊﾔｶﾜ ｹｲ 白馬中ｸﾛｽ部

18分07秒48 牧　直利4088 ﾏｷ ﾅｵﾄ 浦和本太

18分24秒49 滝澤　慶太郎4022 ﾀｷｻﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ 木島平中学校

18分30秒50 田中　太悠4041 ﾀﾅｶ ﾀｲﾕｳ 白馬中ｸﾛｽ部
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18分35秒51 小林　篤記4046 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 白馬中ｸﾛｽ部

18分39秒52 松澤　俊也4062 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 小谷中学校

18分42秒53 森　俊也4020 ﾓﾘ ﾄｼﾔ 木島平中学校

18分51秒54 村井　岳大4044 ﾑﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 白馬中ｸﾛｽ部

18分57秒55 山﨑　良次4083 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 木島平中学校

19分01秒56 小澤　恵太4087 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 駒ヶ根中沢RC

19分02秒57 松村　省吾4069 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 信濃中学校

19分05秒58 千国　真偉人4060 ﾁｸﾆ ﾏｲﾄ 小谷中学校

19分08秒59 杉崎　勇次4091 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ

19分18秒60 吉越　太一朗4089 ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 信大附属長野中学校

19分27秒61 宮崎　嵩之4076 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ

19分29秒62 三澤　開智4056 ﾐｻﾜ ｶｲﾁ 小谷中学校

19分32秒63 今井　大輝4049 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｷ 白馬中ｸﾛｽ部

19分32秒64 伊藤　壮矢4016 ｲﾄｳ ｿｳﾔ

19分37秒65 佐藤　命4051 ｻﾄｳ ﾐｺﾄ 白馬中ｸﾛｽ部

19分43秒66 奥原　隼太4014 ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松川中学校

19分44秒67 清野　真司4070 ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 信濃中学校

19分49秒68 下川　敬太郎4048 ｼﾓｶﾜ ｹｲﾀﾛｳ 白馬中ｸﾛｽ部

19分57秒69 飯島　聖也4050 ｲｲｼﾞﾏ ｾｲﾔ 白馬中ｸﾛｽ部

20分00秒70 若山　陽太4085 ﾜｶﾔﾏ ﾖｳﾀ まつだいクロカンスキークラブ

20分03秒71 町田　庄平4006 ﾏﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 草津中学校

20分04秒72 中村　将大4047 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 白馬中ｸﾛｽ部

20分09秒73 上原　僚介4084 ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ

20分35秒74 山口　裕也4082 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ

20分36秒75 山本　裕4009 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 木島平中学校

20分41秒76 本山　翔太4023 ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀ 木島平中学校

20分42秒77 佐藤　碧海4075 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ

20分48秒78 太田　裕也4058 ｵｵﾀ ﾕｳﾔ 小谷中学校

21分59秒79 池田　翔一4017 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ

22分21秒80 佐藤　直人4090 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 木島平中学校
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