
- 第15回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

8部　1km小学生1,2年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2012/7/22

スタート： 9:30:00

会場: 　

主催: 　

4分02秒1 大野　祐一郎1003 ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分07秒2 菊地　祐吾1035 ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 腰越JSC

4分07秒3 ベイカ　魁1029 ﾍﾞｲｶ ｶｲ

4分08秒4 村元　虹星1016 ﾑﾗﾓﾄ ｺｳｾｲ 明科かけっこクラブ

4分10秒5 大澤　琉欧1089 ｵｵｻﾜ ﾘｵ

4分11秒6 高坂　真央1076 ｺｳｻｶ ﾏｵ 芝沢小学校

4分13秒7 高橋　賢太1060 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ かたしなＲＣ

4分17秒8 佐藤　虹1036 ｻﾄｳ ｺｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分17秒9 谷山　晃大1001 ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分19秒10 面田　拓輝1018 ｵﾓﾀﾞ ﾋﾛｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分20秒11 山﨑　叶太郎1070 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 上教大附属小

4分23秒12 高橋　慧斗1068 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾄ

4分24秒13 髙梨　海季1004 ﾀｶﾅｼ ｶｲﾘ

4分25秒14 高橋　拓斗1067 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ

4分27秒15 高橋　北斗1069 ﾀｶﾊｼ ﾎｸﾄ

4分31秒16 老本　陽1014 ｵｲﾓﾄ ﾋﾅﾀ 呉羽小学校

4分33秒17 織部　太智1013 ｵﾘﾍﾞ ﾀｲﾁ

4分34秒18 祖父江　奏汰1066 ｿﾌﾞｴ ｶﾅﾀ 戸狩小学校

4分37秒19 村越　郁也1054 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷小学校

4分37秒20 松澤　尚弥1026 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬南小学校

4分37秒21 濱谷　天冴1056 ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 小谷小学校

4分41秒22 小野沢　秀太1009 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分45秒23 木村　晃大1073 ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 穂高南小学校

4分47秒24 松川　幸樹1080 ﾏﾂｶﾜ ｺｳｷ 秋津小学校

4分47秒25 須田　愛佑1011 ｽﾀﾞ ｱｲｽｹ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分47秒26 田中　敬之輔1072 ﾀﾅｶ ｹｲﾉｽｹ アベベ駅伝Ｃ

4分50秒27 宮本　祥吾1059 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 比美乃江小学校

4分50秒28 丸山　海翔1047 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷小学校

4分52秒29 草本　留嘉寿1027 ｸｻﾓﾄ ﾙｰｶｽ 白馬南小学校

4分52秒30 水野　海凱1021 ﾐｽﾞﾉ ｳｶｲ 白馬北小学校

4分53秒31 佐藤　秀1041 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾙ 山ノ内南小学校

4分54秒32 一本木　雅秀1087 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

4分54秒33 佐野　友海1077 ｻﾉ ﾕｳ 富士見小学校

4分57秒34 徳武　舜人1057 ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝﾄ 小谷小学校

4分57秒35 武田　寧登1022 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬北小学校

4分58秒36 宮下　大佑1012 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 明南小学校

4分59秒37 中川　敬太1052 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷小学校

5分00秒38 川辺　仁太1034 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞﾝﾀ 山ノ内東小学校

5分00秒39 山崎　広翔1008 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分00秒40 石川　岳陽1050 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾊﾙ 小谷小学校

5分00秒41 土屋　匠大1002 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ さいたま市消防

5分00秒42 宮島　早水1038 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾊﾔﾐ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分02秒43 中山　源己1058 ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝｷ A.C.TOYAMA　Jr.

5分05秒44 渡辺　大成1015 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾅﾘ

5分07秒45 千野　伸河1006 ﾁﾉ ｼﾝｶﾞ 飯山小学校

5分08秒46 太田　陸斗1082 ｵｵﾀ ﾘｸﾄ 白馬北小学校

5分09秒47 江津　祥太朗1030 ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 白馬北小学校

5分10秒48 楯　滉介1044 AC豊丘

5分10秒49 瀧澤　陽大1075 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 桃の木走ＲＵＮ

5分12秒50 中村　里功1007 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 城南小学校
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5分17秒51 深澤　嵩晴1053 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ 小谷小学校

5分17秒52 染谷　俊作1086 ｿﾒﾔ ｼｭﾝｻｸ

5分19秒53 嶋田　大輝1025 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 科野小学校XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分21秒54 洞地　爽空1051 ﾎﾗﾁﾞ ｻｸｳ 小谷小学校

5分21秒55 卜部　乙颯1090 ｳﾗﾍﾞ ｲｯｻ

5分22秒56 深澤　駿太1055 ﾌｶｻﾜ ｼｭﾝﾀ 小谷小学校

5分22秒57 清水　大幹1032 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 山ノ内東小学校

5分23秒58 加藤　成喜1005 ｶﾄｳ ﾅﾙｷ 岡田小学校

5分24秒59 藤巻　馨成1061 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｲｾｲ 東小千谷小学校

5分26秒60 小林　征悟1033 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｺﾞ 山ノ内東小学校

5分28秒61 大工原　光成1081 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｺｳｾｲ

5分29秒62 市川　慧1024 ｲﾁｶﾜ ｹｲ 科野小学校XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分30秒63 岩井　大芽1088 ｲﾜｲ ﾀｲｶﾞ

5分30秒64 太田　千翔1031 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾄ 白馬南小学校

5分33秒65 田原　琳太郎1049 ﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 小谷小学校

5分34秒66 片山　芽1046 ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ 小谷小学校

5分36秒67 稲田　結矢1042 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾔ 山ノ内南小学校

5分36秒68 小牧　優我1017 ｺﾏｷ ﾕｳｶﾞ 駒ヶ根中沢RC

5分37秒69 安田　祐陽1039 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾋ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分39秒70 渡邊　雄亮1023 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｰｽｹ 科野小学校XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分42秒71 田中　樹1084 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 明善小学校

5分42秒72 畠山　大輝1074 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 穂高南小学校

5分47秒73 内田　颯太郎1065 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 金杉小学校

5分49秒74 悴田　陸句1048 ｶｾﾀﾞ ﾛｯｸ 小谷小学校

5分50秒75 金山　尚申1085 ｶﾅﾔﾏ ﾋｻﾉﾌﾞ

5分53秒76 伊藤　光汰1028 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 白馬南小学校

5分57秒77 土屋　大地1037 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲﾁ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分59秒78 清水　雄仁1071 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾝ ＺＲＣ

6分06秒79 菱田　虎珀1063 ﾋｼﾀﾞ ｺﾊｸ 定塚小学校

6分13秒80 清水　柊乃1020 ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾉ すずめのほち組

6分14秒81 手塚　悠陽1078 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾋ 長地小学校

6分24秒82 小坂　朝陽1010 ｺｻｶ ｱｻﾋ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分27秒83 友次　晴1083 ﾄﾓﾂｷﾞ ﾊﾙ 北山小学校

6分38秒84 幾田　朋郎1045 ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷小学校

6分53秒85 佐藤　むねあき1062 ｻﾄｳ ﾑﾈｱｷ

6分54秒86 菱田　龍矢1064 ﾋｼﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 定塚小学校

6分55秒87 原田　達矢1079 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ 長地小学校

Athlete-Tag by CHOPPER


