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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

 2012/7/22

スタート： 8:30:00

会場: 　

主催: 　

27分12秒1 藤永　宏基275 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

27分25秒2 杉本　浩二208 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 腰越JSC

27分38秒3 成瀬　野生286 ﾅﾙｾ ﾉﾌﾞ 岐阜日野自動車

27分44秒4 木村　正哉250 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 岐阜日野自動車

27分50秒5 岩崎　照儀112 ｲﾜｻｷ ﾃﾙﾖｼ

27分58秒6 馬場　直人165 ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 中野立志館高校

28分50秒7 青木　光洋252 ｱｵｷ ﾐﾂﾋﾛ チーム山獣士

28分53秒8 浦野　裕之5310 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 小谷小学校

29分10秒9 尾崎　弘明230 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ お稲荷ＡＣ

29分30秒10 中沢　義忠209 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾀﾀﾞ 長野市陸協

29分51秒11 山田　信幸229 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ お稲荷ＡＣ

29分53秒12 馬場　雄樹161 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 中野立志館高校

30分02秒13 横山　諒168 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 長野高専

30分18秒14 篠崎　一仁172 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 白馬高校

30分22秒15 小野田　功義102 ｵﾉﾀﾞ ｱﾂﾖｼ ﾓﾝﾓﾝ

30分34秒16 本間　有次166 ﾎﾝﾏ ﾕｳｼﾞ 中野立志館高校

30分39秒17 恩田　祐一326 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁ

30分44秒18 川口　瑞保227 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞﾎ かわちゃん

30分45秒19 入村　恵貴305 ｲﾘﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 長野原高校

30分46秒20 竹節　優希150 ﾀｹﾌｼ ﾕｳｷ 飯山高校

30分51秒21 池田　圭介158 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 中野立志館高校

30分51秒22 久保　洸介159 ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 中野立志館高校

30分55秒23 渡辺　耕大215 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ 紅い絆

30分58秒24 湯本　啓太162 ﾕﾓﾄ ｹｲﾀ 中野立志館高校

31分11秒25 久保田　朗広160 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 中野立志館高校

31分12秒26 千國　健介141 ﾁｸﾆ ｹﾝｽｹ 松商学園高校

31分18秒27 市川　光太328 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀ

31分21秒28 長澤　悟169 ﾅｶﾞｻﾜ ｻﾄﾙ 長野高専

31分23秒29 神宮司　悠人174 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾕｳﾄ 白馬高校

31分29秒30 鈴木　光一郎311 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 下高井農林高校

31分37秒31 小野寺　悟256 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄﾙ チーム８８２３

31分40秒32 内田　亜汰瑠164 ｳﾁﾀﾞ ｱﾀﾙ 中野立志館高校

31分47秒33 木原　渉147 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 飯山北高校

31分48秒34 貝瀬　健太240 ｶｲｾ ｹﾝﾀ 滝谷ランナーズ

31分53秒35 雨宮　寛317 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ

31分58秒36 村上　真也235 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 飛龍会

32分06秒37 田中　智瑛175 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 白馬高校

32分23秒38 塩嶋　耕平167 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 長野高専

32分27秒39 早川　敬171 ﾊﾔｶﾜ ｹｲ 白馬高校

32分31秒40 塩澤　芙雪178 ｼｵｻﾞﾜ ﾌﾕｷ 白馬高校

32分32秒41 平野　諒栄153 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｴｲ 飯山高校

32分38秒42 有賀　翼176 ｱﾙｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 白馬高校

32分39秒43 井上　隆好264 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾖｼ

32分49秒44 大塚　敦司139 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ HSC

32分52秒45 松村　省吾151 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 飯山高校

32分55秒46 井上　岳145 ｲﾉｳｴ ｶﾞｸ 飯山北高校

32分56秒47 宮崎　凌太149 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 飯山北高校

32分57秒48 飯島　聖也177 ｲｲｼﾞﾏ ｾｲﾔ 白馬高校

33分00秒49 杉崎　勇次157 ｽｷﾞｻｷ ﾕｳｼﾞ 飯山高校

33分20秒50 勝山　竜成307 ｶﾂﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 下高井農林高校

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 -

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

 2012/7/22

スタート： 8:30:00

会場: 　

主催: 　

33分24秒51 小相澤　洋介142 ｺｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 腰越JSC

33分34秒52 大平　将吾146 ｵｵﾋﾗ ｼｮｳｺﾞ 飯山北高校

33分39秒53 飯塚　明彦225 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾋｺ 済生会第二病院

33分39秒54 小林　稜170 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 長野高専

33分43秒55 齋藤　有馬306 ｻｲﾄｳ ｱﾘﾏ 長野原高校

33分45秒56 金山　聡志314 ｶﾅﾔﾏ ｻﾄｼ

33分50秒57 渡辺　直志133 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｼ ﾁｰﾑ704

33分55秒58 山﨑　正晴249 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾊﾙ ガリウム

34分00秒59 太田　光平331 ｵｵﾀ ｺｳﾍｲ 日本大学

34分04秒60 市川　祐介308 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ 下高井農林高校

34分15秒61 清水　雄介253 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ ＺＲＣ

34分25秒62 星野　和人257 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾄ チーム８８２３

34分26秒63 小林　達吉260 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷﾁ

34分32秒64 安達　好彦279 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋｺ 三郷市

34分34秒65 湯本　浩徳254 ﾕﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 科野スキークラ

34分43秒66 小林　比呂155 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛ 飯山高校

34分45秒67 スズキ　スグル277 ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ リコネーズ

34分53秒68 宮澤　洋一123 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ UL会

35分08秒69 清水　和成156 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 飯山高校

35分35秒70 川勝　洋太231 ｶﾜｶﾂ ﾖｵﾀ 京都学園大ＡＣ

35分39秒71 古田　昌広196 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ

35分44秒72 山崎　直樹258 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ

35分52秒73 蓮見　尚希197 ﾊｽﾐ ﾅｵｷ さいたま市消防

35分56秒74 西澤　俊樹193 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ 信州放牧豚

35分58秒75 鈴木　利幸118 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ さいたま市消防

36分00秒76 幅　浩二273 ﾊﾊﾞ ｺｳｼﾞ

36分03秒77 黒田　康251 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽｼ ＮＦＲ

36分10秒78 本間　正之126 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾕｷ

36分18秒79 山﨑　聡113 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ ﾁｰﾑ703

36分20秒80 伊藤　宏文180 ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 南安曇農業高校

36分27秒81 藤井　智崇101 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾀｶ

36分30秒82 倉根　実134 ｸﾗﾈ ﾐﾉﾙ

36分37秒83 吉眞　一彦213 ﾖｼｻﾞﾈ ｶｽﾞﾋｺ ザネＲＣ

36分42秒84 今井　大輝173 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｷ 白馬高校

36分51秒85 金澤　勇一291 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ

36分56秒86 田中　隆教304 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ

36分57秒87 久保田　安行217 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ チームにこり

36分59秒88 佐々木　聖一219 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ マラソンのつぼ

37分00秒89 佐々木　勇二242 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ

37分04秒90 鈴木　謙太181 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ ＩＪＣ

37分16秒91 西澤　伸裕186 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 長野県信連

37分17秒92 林　隆則243 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ はやしどん

37分19秒93 窪田　功137 ｸﾎﾞﾀ ｲｻｵ

37分36秒94 金子　謙司223 ｶﾈｺ ｹﾝｼﾞ 伊勢原市

37分40秒95 東　右人319 ｱｽﾞﾏ ﾊﾔﾄ

37分47秒96 猪股　修320 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ

37分51秒97 五島　一浩179 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ お笑い蔵本劇場

37分53秒98 深澤　和史295 ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞﾌﾐ

37分55秒99 美土路　活男183 ﾐﾄﾞﾛ ｶﾂｵ 武田薬品ＡＣ

37分58秒100 江原　光俊323 ｴﾊﾗ ﾐﾂﾄｼ
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38分14秒101 宮崎　弘之121 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東小XC・OB

38分15秒102 宇井　知樹106 ｳｲ ﾄﾓｷ

38分21秒103 山本　源宏107 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ

38分21秒104 水橋　勝美132 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ 石崎産業㈱環境事業本部

38分30秒105 石川　紳255 ｲｼｶﾜ ｼﾝ メディアＲＣ

38分41秒106 平田　篤仙125 ﾋﾗﾀ ｱﾂﾉﾘ 三日市分団

38分44秒107 酒井　弘文187 ｻｶｲ ﾋﾛﾌﾐ アップルロード

38分46秒108 高野　岳人303 ﾀｶﾉ ﾀｹﾋﾄ 県立津川病院

38分52秒109 廣瀬　史雄301 ﾋﾛｾ ﾌﾐｵ

39分26秒110 瀧澤　秀樹269 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 桃の木走ＲＵＮ

39分29秒111 坂井　光明184 ｻｶｲ ﾐﾂｱｷ チーム★健太郎

39分33秒112 塚田　良次130 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ

39分36秒113 中野　直樹245 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 楽ラン

39分45秒114 長田　智司140 ｵｻﾀﾞ ｻﾄｼ

39分47秒115 加嶋　伸彦315 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ

39分49秒116 伊藤　美智也313 ｲﾄｳ ﾐﾁﾔ

39分50秒117 吉岡　伸198 ﾖｼｵｶ ｼﾝ

39分52秒118 菱田　敏一202 ﾋｼﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ コナミ草津

39分55秒119 市川　正二108 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳｼﾞ

39分58秒120 松平　寛124 ﾏﾂﾋﾗ ﾋﾛｼ Y.G.R.C

40分03秒121 真保　晃226 ｼﾝﾎﾞ ｱｷﾗ

40分05秒122 清水　喜克131 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶﾂ すずめのぽち組

40分14秒123 志村　弘行199 ｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ゆいＦＣ

40分15秒124 大井　伸司224 ｵｵｲ ｼﾝｼﾞ

40分20秒125 宮崎　順行211 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ

40分50秒126 棚瀬　直紀222 ﾀﾅｾ ﾅｵｷ チーム田尻

40分59秒127 米山　春彦244 ﾖﾈﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ お肉屋さん

40分59秒128 清水　俊晶129 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ

41分07秒129 山田　慎一郎265 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

41分09秒130 中澤　敬210 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ ＮＥＣ玉川

41分11秒131 竹中　政彦103 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾋｺ ﾀｹﾁｬﾝｽﾞRC

41分19秒132 田中　学318 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

41分30秒133 中台　浩介282 ﾅｶﾀﾞｲ ｺｳｽｹ 京王バス南

41分34秒134 高倉　郁朗274 ﾀｶｸﾗ ｲｸﾛｳ ｋｉｒａｋｕ

41分38秒135 久保田　芳雄218 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼｵ 秩父生コン桐生

41分59秒136 篠﨑　元嗣138 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 小谷中学校

42分02秒137 吉田　三男144 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 城ヶ丘XC

42分10秒138 生沼　深志116 ｵｲﾇﾏ ｼﾝｼﾞ

42分11秒139 相川　実316 ｱｲｶﾜ ﾐﾉﾙ

42分16秒140 藤木　優281 ﾌｼﾞｷ ﾏｻﾙ チーム西中

42分18秒141 木原　幸雄135 ｷﾊﾗ ﾕｷｵ 高田走ろう会

42分24秒142 渡辺　智之300 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ

42分30秒143 山田　雄介203 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 紅い絆

42分48秒144 上戸　孝紀297 ｳｴﾄ ｱﾂﾉﾘ すずらん

42分54秒145 神野　竜也329 ｼﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ

43分02秒146 松橋　義己246 ﾏﾂﾊｼ ﾖｼﾐ 上酒走友会

43分10秒147 御池　達也109 ｵｲｹ ﾀﾂﾔ

43分20秒148 渡邉　裕288 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ

43分23秒149 塩川　達也115 ｼｵｶﾜ ﾀﾂﾔ TEAM隼

43分26秒150 山口　勇三188 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ アクトス上越
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43分36秒151 吉村　圭司195 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ

43分40秒152 加東　正則294 ｶﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 尾張ＡＣ

43分42秒153 太田　宗光276 ｵｵﾀ ﾑﾈﾐﾂ 玄濤館空手道

43分42秒154 篠宮　謙三278 ｼﾉﾐﾔ ｹﾝｿﾞｳ

43分49秒155 北村　真司298 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ

43分56秒156 小川　亮267 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 日向ケ丘ランナ

44分11秒157 後藤　次雄111 ｺﾞﾄｳ ﾂｷﾞｵ

44分16秒158 原田　昌幸290 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

44分23秒159 野上　良治185 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾊﾙ 囲炉裏狂走部

44分48秒160 廣瀬　大輔324 ﾋﾛｾ ﾀﾞｲｽｹ

44分54秒161 水野　哲男228 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 長谷小学校

44分56秒162 清水　正士194 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｼ

45分15秒163 長澤　武尊327 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹﾙ

45分20秒164 佐藤　弘一191 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 喜多方税務署

45分32秒165 永井　克也105 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾔ ﾓﾝﾓﾝ

45分37秒166 安永　智宏241 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ

45分37秒167 森　行輝220 ﾓﾘ ﾕｷﾃﾙ ＴＥＡＭ長谷寺

45分37秒168 松島　貞治289 ﾏﾂｼﾏ ﾃｲｼﾞ 泰阜ランナーズ

45分45秒169 村田　保232 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ

46分06秒170 岩瀬　真一郎259 ｲﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ 岩瀬工務店

46分07秒171 工藤　雄亮287 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

46分50秒172 岩佐　和重127 ｲﾜｻ ｶｽﾞｼｹﾞ ﾄﾞﾊﾞｯﾂ

47分02秒173 日下部　孝範120 ｸｻｶﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛知県小牧警察署

47分16秒174 垣見　洋266 ｶｷﾐ ﾋﾛｼ アップル運輸

47分22秒175 宮島　弘光321 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ

47分35秒176 阿部　俊郎128 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ

47分37秒177 加門　宏荘237 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ 白馬ＲＣ

48分20秒178 大川原　靖人302 ｵｵｶﾜﾗ ﾔｽﾋﾄ

48分37秒179 鷹津　秋生272 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 北里アスリート

49分22秒180 小野山　洋身270 ｵﾉﾔﾏ ﾋﾛﾐ

49分25秒181 木村　新二郎206 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 昭和陸上クラブ

49分36秒182 安田　良平239 ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

49分39秒183 吉原　博通192 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾛﾐﾁ 戸畑走ろう会

50分19秒184 山形　芳弘122 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ KSMY

50分45秒185 伊藤　忠男312 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ

50分47秒186 河田　耕助205 ｶﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ ２Ｌｏｖｅｒｓ

51分48秒187 中野　亨332 ﾅｶﾉ ﾄｵﾙ ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

52分52秒188 近藤　鎮哉104 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ

53分08秒189 佐々木　功114 ｻｻｷ ｲｻｵ

53分45秒190 守屋　正男299 ﾓﾘﾔ ﾏｻｵ

53分57秒191 鬼形　榮一285 ｵﾆｶﾀ ｴｲｲﾁ ク★オフコース

54分04秒192 鳥山　正人214 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

54分47秒193 田村　敦201 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 前橋ランナーズ

55分30秒194 青山　力三182 ｱｵﾔﾏ ﾘｷｿﾞｳ ＢＭＲＳ―佐倉

55分31秒195 飯島　明117 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾗ

56分08秒196 佐藤　暢裕261 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ

56分22秒197 青沼　泰一325 ｱｵﾇﾏ ﾀｲｲﾁ

58分45秒198 河野　淳296 ｶﾜﾉ ｱﾂｼ

59分42秒199 鈴木　修283 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ メタルバスター

1時間02分12秒200 中村　雅之238 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ＦＫＫ
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- 第15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

 2012/7/22

スタート： 8:30:00

会場: 　

主催: 　

1時間05分01秒201 棚網　信之110 ﾀﾅｱﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ ㈱武井工務所

1時間05分21秒202 大村　三雄248 ｵｵﾑﾗ ﾐﾂｵ 中川特殊鋼
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