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11部　4km中学生男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2012/7/22

スタート： 10:00:00

会場: 　

主催: 　

13分49秒1 箱山　陸人4035 ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 腰越JSC

13分59秒2 柳沢　充保4037 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 腰越JSC

14分04秒3 河上　尚矢4088 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾔ モアＳＰＣ加賀

14分05秒4 吉田　蒼暉4087 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｷ モアＳＰＣ加賀

14分06秒5 塩原　潤4096 ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ アベベ駅伝Ｃ

14分10秒6 伊藤　武玄4023 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中学校

14分12秒7 岡村　慧胤4049 ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中学校

14分17秒8 横山　武史4063 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 白馬中学校ｸﾛｽ部

14分26秒9 大川　柊弥4020 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中学校

14分30秒10 伊藤　祐朔4036 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 腰越JSC

14分31秒11 藤原　大地4033 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 腰越JSC

14分32秒12 市川　楓4032 ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 腰越JSC

14分33秒13 大塚　栄青4055 ｵｵﾂｶ ｴｲｾｲ 白馬中学校ｸﾛｽ部

14分36秒14 宮田　共也4069 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

14分36秒15 清水　順太4018 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中学校

14分43秒16 大月　海世4004 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中学校

14分43秒17 猪股　駿4040 ｲﾉﾏﾀ ｼｭﾝ 小谷中学校

14分47秒18 松倉　源帥4057 ﾏﾂｸﾗ ｹﾞﾝｾｲ 白馬中学校ｸﾛｽ部

14分51秒19 小林　優矢4039 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 腰越JSC

14分52秒20 吉村　聖4089 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ モアＳＰＣ加賀

14分54秒21 渡邉　万葉4070 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾊ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

14分58秒22 石川　夏暉4067 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｷ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

14分59秒23 島崎　尋睦4107 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ

15分00秒24 斉藤　颯4002 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 仁科台中学校

15分01秒25 高橋　龍矢4028 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 大町第１中学校

15分01秒26 山田　大輔4027 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小谷中学校

15分04秒27 笠原　陸4079 ｶｻﾊﾗ ﾘｸ 山ノ内中学校

15分06秒28 髙橋　飛悠4060 ﾀｶﾊｼ ﾋﾕｳ 白馬中学校ｸﾛｽ部

15分07秒29 高相　幸也4077 ﾀｶｿｳ ﾕｷﾔ 山ノ内中学校

15分14秒30 鷲澤　玲央4043 ﾜｼｻﾞﾜ ﾚｵ 小谷中学校

15分16秒31 桜井　龍馬4076 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾏ 山ノ内中学校

15分19秒32 糸乘　佳太4074 ｲﾄﾉﾘ ｹｲﾀ 山ノ内中学校

15分21秒33 山上　淳4034 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 腰越JSC

15分22秒34 畔上　晃4082 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾋｶﾙ 山ノ内中学校

15分25秒35 篠﨑　仁志4062 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾄｼ 白馬中学校ｸﾛｽ部

15分28秒36 南　七斗4097 ﾐﾅﾐ ﾅﾅﾄ 水橋中学校

15分30秒37 加藤　匠4007 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 女鳥羽中学校陸上競技部

15分30秒38 桒原　一道4094 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 群馬中央中学校

15分31秒39 岡田　稜4016 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 駒ヶ根中沢RC

15分32秒40 笹沢　健司4031 ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 腰越JSC

15分33秒41 丸山　虎之丞4068 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

15分34秒42 山本　雄陽4071 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

15分34秒43 鎌田　和音4051 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾈ 信濃中学校

15分38秒44 福澤　拓人4050 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 信濃中学校

15分40秒45 小林　勇輝4024 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中学校

15分49秒46 酒井　悠司4047 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 菅平中学校

15分56秒47 杉崎　哲斗4048 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾃﾂﾄ 菅平中学校

15分58秒48 郷津　智史4058 ｺﾞｳﾂﾞ ｻﾄｼ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分14秒49 坂本　敦士4092 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 高社中学校

16分15秒50 千野　泰河4008 ﾁﾉ ﾀｲｶﾞ 城南中学校

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第15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

 2012/7/22

スタート： 10:00:00

会場: 　

主催: 　

16分15秒51 北沢　一馬4056 ｷﾀｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分17秒52 黒岩　純也4100 ｸﾛｲﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 嬬恋中学校

16分20秒53 中山　大暉4080 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 山ノ内中学校

16分26秒54 林　亮輔4012 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大町第一中学校

16分31秒55 山本　勇悟4083 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 山ノ内中学校

16分31秒56 竹村　泰河4065 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分34秒57 高木　優人4108 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ

16分37秒58 岩下　聖4078 ｲﾜｼﾀ ﾋｼﾞﾘ 山ノ内中学校

16分37秒59 武田　直樹4003 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

16分45秒60 丸山　優太4026 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中学校

16分46秒61 鹿住　朝陽4053 ｶｽﾞﾐ ｱｻﾋ 信濃中学校

16分50秒62 篠﨑　直貴4059 ｼﾉｻﾞｷ ﾅｵｷ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分53秒63 伊藤　周也4017 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 菅野中学校

16分55秒64 武田　裕太4010 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 高社中学校

16分55秒65 泉原　直幸4061 ｲｽﾞﾐﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分56秒66 出口　理希4090 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾘｷ モアＳＰＣ加賀

16分59秒67 小林　諒汰4038 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 腰越JSC

17分06秒68 山本　涼太4081 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 山ノ内中学校

17分07秒69 湯本　貫太4014 ﾕﾓﾄ ｶﾝﾀ 高社中学校

17分08秒70 伊藤　留希亜4022 ｲﾄｳ ﾙｷｱ 菅野中学校

17分10秒71 土屋　優介4073 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

17分17秒72 入村　直希4009 ｲﾘﾑﾗ ﾅｵｷ 草津中学校

17分20秒73 坂本　世那4086 ｻｶﾓﾄ ｾﾅ モアＳＰＣ加賀

17分21秒74 松本　良介4102 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 嬬恋中学校

17分23秒75 石塚　翔大4041 ｲｼﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 小谷中学校

17分26秒76 中村　怜輝4030 ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 腰越JSC

17分30秒77 猪股　優4045 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳ 小谷中学校

17分37秒78 長澤　匠吾4064 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 白馬中学校ｸﾛｽ部

17分43秒79 百瀬　真悟4019 ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 菅野中学校

17分46秒80 黒岩　寛人4098 ｸﾛｲﾜ ﾋﾛﾄ 嬬恋中学校

17分49秒81 松本　隼人4095 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 草津中学校

17分50秒82 齋藤　優駿4005 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 草津中学校

17分54秒83 宮崎　巧巳4011 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ 東小XC・OB

17分59秒84 松沢　渓太4066 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾀ 白馬中学校ｸﾛｽ部

18分06秒85 河上　浩大4091 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾄ モアＳＰＣ加賀

18分08秒86 栗林　和希4072 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 木島平ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

18分09秒87 松村　恵吾4054 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｺﾞ 信濃中学校

18分13秒88 干川　桐摩4101 ﾎｼｶﾜ ﾄｳﾏ 嬬恋中学校

18分16秒89 宮島　優希4111 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ

18分30秒90 幸松　拓海4106 ｺｳﾏﾂ ﾀｸﾐ

18分59秒91 松本　佳祐4099 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 嬬恋中学校

19分32秒92 岡田　絃希4025 ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 菅野中学校

19分44秒93 矢野　凌太郎4093 ﾔﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 草津中学校

19分54秒94 生形　圭4013 ｳﾌﾞｶﾀ ｹｲ

20分04秒95 澁谷　郁磨4042 ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 小谷中学校

20分51秒96 猪又　二千翔4044 ｲﾉﾏﾀ ﾆﾁｶ 小谷中学校

20分52秒97 大川　天斗4021 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾄ 菅野中学校

21分02秒98 大久保　遼太郎4103 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 嬬恋中学校

21分05秒99 桜井　一興4075 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｵｷ 山ノ内中学校

23分48秒100 松本　啓斗4104 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾄ 嬬恋中学校
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