
- 第12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

 2009/7/19

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 　

29分21秒1 杉本　浩二171 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 腰越JSC

29分21秒2 松久　哲治172 ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 腰越JSC

29分24秒3 松野　淳司223 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 岡谷今井郵便局

29分50秒4 大山　勝広4 ｵｵﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 阿東体協ｽｷｰ部

29分52秒5 西澤　悟志234 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條

30分39秒6 西中山　宏272 ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 大和電機工業㈱

30分41秒7 駒村　俊介5 ｺﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 黒姫和漢薬研究所

31分00秒8 田中　旭248 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 入間東部消防

31分08秒9 鎌倉　洋介212 ｶﾏｸﾗ ﾖｳｽｹ ＡＬＳＯＫ

31分32秒10 菊池　努247 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 横河電機

31分36秒11 荒井　佑輔119 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂陸協

31分43秒12 木村　正哉3 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 岐阜日野自動車ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

31分49秒13 山本　航182 ﾔﾏﾓﾄ ﾜﾀﾙ 飯山高校ｽｷ‐部

31分51秒14 佐々木　努187 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 飯山高校ｽｷ‐部

31分57秒15 レンティング　陽154 ﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ ｱｷﾗ 早稲田大学

32分00秒16 田畑　幸司243 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市役所

32分02秒17 深井　利彦125 ﾌｶｲ ﾄｼﾋｺ 前田鉄工所

32分19秒18 澤端　八真登163 ｻﾜﾊﾀ ﾔﾏﾄ A.C.TOYAMAJr.

32分28秒19 太田　一平153 ｵｵﾀ ｲｯﾍﾟｲ 早稲田大学

32分33秒20 小野田　功義103 ｵﾉﾀﾞ ﾀﾂﾖｼ ﾓﾝﾓﾝ

32分52秒21 立花　遼180 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 飯山高校ｽｷ‐部

32分57秒22 高橋　幸大111 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 大町高校

33分00秒23 齋藤　真也161 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 大北陸協

33分02秒24 米倉　大輔307 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 早稲田大学

33分04秒25 松村　和俊308 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 早稲田大学

33分05秒26 松澤　太也176 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 白馬高校ｽｷｰ部

33分05秒27 平井　雅也181 ﾋﾗｲ ﾏｻﾔ 飯山高校ｽｷ‐部

33分12秒28 廉田　恭平292 ｶﾄﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ ＦＣポピンズ

33分15秒29 市村　耕太郎185 ｲﾁﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 飯山高校ｽｷ‐部

33分18秒30 栗山　大貴177 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 白馬高校ｽｷｰ部

33分28秒31 三上　剛正129 ﾐｶﾐ ﾀｹﾏｻ

33分45秒32 関　和仁173 ｾｷ ｶｽﾞﾋﾄ 白馬高校ｽｷｰ部

33分51秒33 佐藤　孝行107 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 小谷村役場

33分55秒34 小山内　優太152 ｵｻﾅｲ ﾕｳﾀ 早稲田大学

33分56秒35 塩嶋　稜一174 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ 白馬高校ｽｷｰ部

33分56秒36 唐木　弘志117 ｶﾗｷ ﾋﾛｼ 赤穂小学校

34分02秒37 村上　真也192 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ

34分17秒38 坂口　健太166 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 中野立志館高校ｽｷｰ部

34分25秒39 山口　俊135 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ 長野原高校

34分26秒40 篠﨑　健太178 ｼﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 白馬高校ｽｷｰ部

34分29秒41 吉家　奨191 ﾖｼｲｴ ｼｮｳ 飯山高校ｽｷ‐部

34分31秒42 恩田　祐一2 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 栄光ｾﾞﾐﾅｰﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ

34分41秒43 田中　悠介168 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 中野立志館高校ｽｷｰ部

34分44秒44 木下　健次256 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｼﾞ

34分56秒45 山岸　修1 ﾔﾏｷﾞｼ ｵｻﾑ ｱｲﾝｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ

35分05秒46 齋藤　朋弥183 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 飯山高校ｽｷ‐部

35分07秒47 丸山　卓斗169 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 中野立志館高校ｽｷｰ部

35分07秒48 榊原　和幸300 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ 横浜都筑ＡＣ

35分11秒49 楜澤　秀樹249 ｸﾙﾐｻﾜ ﾋﾃﾞｷ

35分12秒50 横川　祐典175 ﾖｺｶﾜ ﾕｳｽｹ 白馬高校ｽｷｰ部

ATHLETE-TAG by CHOPPER



- 第12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

 2009/7/19

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 　

35分18秒51 星野　友則273 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾉﾘ 松本自衛隊

35分31秒52 伊東　秀和220 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ＴＰＲ陸上部

35分50秒53 八重田　真184 ﾔｴﾀﾞ ｼﾝ 飯山高校ｽｷ‐部

35分55秒54 池田　稔啓263 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 東亜電機工業所

36分05秒55 横田　賢真253 ﾖｺﾀ ｹﾝｼﾝ 平ＳＣ

36分09秒56 岡田　瑞生186 ｵｶﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 飯山高校ｽｷ‐部

36分10秒57 山本　照彦190 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ 飯山高校ｽｷ‐部

36分22秒58 堀田　明則229 ﾎｯﾀ ｱｷﾉﾘ

36分33秒59 菊井　友也251 ｷｸｲ ﾕｳﾔ

36分35秒60 大蔦　博昭216 ｵｵﾂﾀ ﾋﾛｱｷ 源の弾丸

36分37秒61 大塚　敦司144 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

36分44秒62 小出　謙一郎215 ｺｲﾃﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

36分47秒63 中村　孝史126 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

37分04秒64 大胡　光次範142 ﾀﾞｲｺﾞ ﾐﾂﾉﾘ RUNWEB

37分10秒65 秋元　健164 ｱｷﾓﾄ ﾀｹﾙ 中野立志館高校ｽｷｰ部

37分26秒66 内堀　貴之165 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 中野立志館高校ｽｷｰ部

37分31秒67 山﨑　正晴104 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 盛田ｽﾎﾟｰﾂ振興財団

37分43秒68 中村　寿真189 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 飯山高校ｽｷ‐部

37分48秒69 佐藤　利樹179 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 飯山高校ｽｷ‐部

38分11秒70 池田　昌幸131 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さいたま市消防

38分30秒71 山本　大170 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 中野立志館高校ｽｷｰ部

38分30秒72 柳沢　正俊167 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 中野立志館高校ｽｷｰ部

38分35秒73 佐々木　聖一199 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ つぼ

38分42秒74 谷川　徹283 ﾀﾆｶﾜ ﾄｵﾙ ＦＣポピンズ

39分20秒75 鈴木　利幸130 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ さいたま消防

39分27秒76 北野　聡109 ｷﾀﾉ ｻﾄｼ きたながのRC

39分31秒77 川勝　洋太205 ｶﾜｶﾂ ﾖｵﾀ 京都学園大ＡＣ

39分41秒78 森井　康司304 ﾓﾘｲ ｺｳｼﾞ JLスポーツ

39分42秒79 美路　活男118 ﾐﾄﾞﾛ ｶﾂｵ 武田薬品AC

39分43秒80 袋　真司204 ﾌｸﾛ ｼﾝｼﾞ はまだっしゅ

40分11秒81 島田　正和222 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ カテゴリー６

40分19秒82 渋谷　勝夫158 ｼﾌﾞﾀﾆ ｶﾂｵ

40分29秒83 岡田　清岳258 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾀｹ ◆◆横断部◆◆

40分37秒84 山上　茂治264 ﾔﾏｶﾐ ｼｹﾞﾊﾙ 仁科工業走友会

40分39秒85 宇野　真一221 ｳﾉ ｼﾝｲﾁ

40分56秒86 丸山　芳雄295 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼｵ ちいむもみじ

41分04秒87 吉永　克彦291 ﾖｼﾅｶﾞ ｶﾂﾋｺ 中川特殊鋼

41分19秒88 坂本　日出明242 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ RUNWEB

41分24秒89 郡司　明弘255 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ

41分30秒90 国定　俊明　196 ｸﾆｻﾀﾞ ﾄｼｱｷ コナミスポーツクラブ

41分35秒91 渡辺　直志138 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｼ ﾁｰﾑ2000

41分43秒92 丹下　良治239 ﾀﾝｹﾞ ﾘｮｳｼﾞ アソシエＲＣ

41分46秒93 猪股　修160 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ 小谷ｼﾞｭﾆｱ

42分01秒94 鈴木　栄一231 ｽｽﾞｷ ｴｲｲﾁ

42分16秒95 池津　武比古303 ｲｹﾂﾞ ﾀｹﾋｺ

42分32秒96 石川　秀一302 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

42分39秒97 丸石　淳一288 ﾏﾙｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

42分45秒98 松澤　義和227 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 山の音楽家

42分54秒99 富山　愛隆238 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ

43分09秒100 曽我　斉149 ｿｶﾞ ﾋﾄｼ
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43分15秒101 榊原　清人230 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｷﾖﾄ ＴＦＣ半田

43分24秒102 生駒　学141 ｲｺﾏ ﾏﾅﾌﾞ

43分36秒103 高水　久和157 ﾀｶﾐｽﾞ ﾋｻｶｽﾞ 韮崎SC

43分40秒104 加嶋　伸彦197 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ ＴＲＣ

43分50秒105 松浦　正起123 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ ☆☆☆ｱｿｼｴRC

44分08秒106 菱田　敏一211 ﾋｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ

44分11秒107 久保田　安行260 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ チームにこり

44分11秒108 青木　繁245 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ

44分16秒109 山本　源宏124 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県庁

44分19秒110 山崎　義仁208 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ

44分30秒111 大田　三七十112 ｵｵﾀ ﾐﾅﾄ

44分37秒112 久保田　芳雄259 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ 秩父生コン桐生

44分41秒113 久田見　朋範306 ｸﾀﾐ ﾄﾓﾉﾘ

45分08秒114 市川　実271 ｲﾁｶﾜ ﾐﾉﾙ

45分10秒115 水橋　勝美282 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ ＩＺＡＫ

45分16秒116 長崎　陽志235 ﾅｶﾞｻｷ ﾖｳｼﾞ

45分29秒117 高橋　周280 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

45分42秒118 下島　真二121 ｼﾓｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ

45分47秒119 志村　弘行159 ｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 大和A.C

45分54秒120 宮島　俊和236 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ

45分58秒121 上保　尚也195 ｶﾐﾎ ﾋｻﾔ コナミスポーツクラブ

46分05秒122 山本　和彦270 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ びわこランナー

46分11秒123 宇井　知樹101 ｳｲ ﾄﾓｷ

46分19秒124 草間　剛太郎148 ｸｻﾏ ｺﾞｳﾀﾛｳ

46分33秒125 佐久本　裕喜266 ｻｸﾓﾄ ﾕｳｷ

46分45秒126 谷口　由弘145 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

47分10秒127 中村　建二116 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

47分17秒128 遠藤　大284 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 春日部陸友会

47分32秒129 山寺　博幸268 ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴ東日本

47分34秒130 保科　晴康139 ﾎｼﾅ ﾊﾙﾔｽ 四賀ﾄﾞﾘﾌﾀｰｽﾞ

47分48秒131 小野田　由雄203 ｵﾉﾀﾞ ﾖｼｵ はまだっしゅ

47分52秒132 篠﨑　元嗣146 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 大町北小学校

47分53秒133 西田　敏雄281 ﾆｼﾀﾞ ﾄｼｵ ＩＺＡＫ

48分06秒134 樋口　昌作147 ﾋｸﾞﾁ ｼｮｳｻｸ

48分30秒135 西原　辰雄261 ﾆｼﾊﾗ ﾀﾂｵ ＡＲＤＦ新潟

48分47秒136 金子　博一218 ｶﾈｺ ﾋﾛｶｽﾞ チームふく

48分56秒137 尾崎　稔198 ｵｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 篠ノ井病院ＲＣ

48分57秒138 丸山　浩一278 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｲﾁ

49分18秒139 角川　昭宏207 ﾂﾉｶﾜ ｱｷﾋﾛ ＮＴＮ長野

49分20秒140 堀内　正登122 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ

49分21秒141 宇田川　元春276 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾓﾄﾊﾙ チーム’９８

49分29秒142 稲垣　克典115 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 東公園R・C

49分37秒143 中嶋　浩昌240 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ ☆アソシエＲＣ

49分42秒144 小峠　丈志143 ｺﾄｳｹﾞ ﾀｹｼ

50分12秒145 清水　貴文206 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾌﾐ チームＪＭＳ’

50分42秒146 遠藤　大305 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ

50分52秒147 若杉　正憲289 ﾜｶｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 韮崎SC

50分57秒148 御池　寅男128 ｵｲｹ ﾄﾗｵ

50分59秒149 木下　豊310 ｷﾉｼﾀ ﾕﾀｶ 農工大TLO

51分06秒150 永井　克也102 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾔ ﾓﾝﾓﾝ
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51分07秒151 阿部　俊郎108 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ

51分19秒152 荒川　浩三214 ｱﾗｶﾜ ｺｳｿﾞｳ

51分47秒153 宮田　和朋269 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾄﾓ

52分02秒154 森田　正信279 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ ＩＺＡＫ

52分05秒155 神田　伸博114 ｺｳﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾁｰﾑﾆﾎﾟﾎﾟ

52分09秒156 望月　利一213 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ

52分51秒157 水戸　潤二219 ﾐﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ

53分01秒158 小野　康彦267 ｵﾉ ﾔｽﾋｺ

53分17秒159 笹山　睦男224 ｻｻﾔﾏ ﾑﾂｵ Ｔｅａｍ－ｃ

53分27秒160 村瀬　吉孝277 ﾑﾗｾ ﾖｼﾀｶ

53分32秒161 沼田　修297 ﾇﾏﾀ ｵｻﾑ

53分54秒162 稲木　長二286 ｲﾅｷ ﾁｮｳｼﾞ わがままクラブ

53分58秒163 中村　智幸275 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ

54分02秒164 柴田　英雄299 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ

55分09秒165 渡辺　尚也201 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 芸濃滑走隊

55分50秒166 山崎　一雄106 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｵ

57分16秒167 竹内　勝296 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ Team Konabe

57分55秒168 加藤　純290 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ Ｋ．Ａ．Ｃ

58分14秒169 菊井　宏生250 ｷｸｲ ﾋﾛｵ

59分15秒170 竹腰　正樹265 ﾀｹｺｼ ﾏｻｷ ☆アソシエＲＣ

59分30秒171 田端　龍一209 ﾀﾊﾞﾀ ﾘｭｳｲﾁ 小川走友会

59分53秒172 小口　幹夫120 ｵｸﾞﾁ ﾐｷｵ

1時間00分01秒173 西川　毅301 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ

1時間00分09秒174 小菅　一成113 ｺｽｹﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 東越谷おやじの会

1時間00分34秒175 竹林　大輔293 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ

1時間01分37秒176 石原　亘210 ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ

1時間02分26秒177 竹元　憲一257 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間05分10秒178 濱田　敏男202 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｵ はまだっしゅ

1時間10分54秒179 虞　強285 ｸﾞ ｷｮｳ

1時間13分13秒180 野村　佳之254 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾕｷ
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