
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

小学生1,2年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

スタート ： 9:30:00

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 

3分40秒1 内堀　翼1009 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 腰越JSC

4分01秒2 土赤　仁義1007 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC

4分09秒3 高野　颯1073 ｺｳﾉ ﾊﾔﾃ アラマキッズ

4分15秒4 佐藤　空神1066 ｻﾄｳ ｸｳｶﾞ よろしく真岡

4分16秒5 平川　槻斗1042 ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷小学校

4分16秒6 小川　哲生1068 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ アラマキッズ

4分20秒7 山本　桜太郎1065 ﾔﾏﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 鹿島ＡＣ

4分20秒8 前田　志颯1030 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北小学校

4分25秒9 小林　唯仁1019 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 木島平小学校

4分27秒10 山本　琥生1044 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 小谷小学校

4分29秒11 熊代　旭陽1057 ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

4分30秒12 佐藤　五輪1010 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 鐙島

4分30秒13 笠原　晴1072 ｶｻﾊﾗ ﾊﾙ 信濃小学校

4分31秒14 佐藤　瑠1020 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 木島平小学校

4分32秒15 黒岩　啓人1069 ｸﾛｲﾜ ｹｲﾄ

4分34秒16 鈴木　一心1012 ｽｽﾞｷ ｲｯｼﾝ

4分36秒17 伊坂　煌1006 ｲｻｶ ｷﾗ

4分36秒18 中島　浬柊1050 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｼｭｳ 白馬南小学校

4分37秒19 祢津　晋作1022 ﾈﾂ ｼﾝｻｸ 木島平小学校

4分41秒20 桜井　京介1033 ｻｸﾗｲ ｷｮｳｽｹ 山ノ内南小学校

4分42秒21 海老原　気吹1004 ｴﾋﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 吉田東小学校

4分45秒22 和田　翔太郎1025 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 木島平小学校

4分45秒23 小堺　陽日1032 ｺｻﾞｶｲ ﾊﾙﾄ まつだいCSC

4分46秒24 島﨑　陽一朗1021 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 木島平小学校

4分46秒25 羽鳥　楓一朗1014 ﾊﾄﾘ ﾌｳｲﾁﾛｳ 城ケ丘XC

4分48秒26 小山　颯斗1047 ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 白馬南小学校

4分49秒27 松澤　和壱1040 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分51秒28 越　陽色1003 ｺｼ ﾋｲﾛ 川中島JRC

4分53秒29 目時　羽琉1043 ﾒﾄｷ ﾊﾙ 小谷小学校

4分54秒30 山賀　宗司1031 ﾔﾏｶﾞ ｿｳｼ まつだいCSC

4分55秒31 福田　瑛大1029 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ

4分55秒32 小相沢　瑛翔1008 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC

4分56秒33 山田　愛太1001 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾀ 白馬北小学校

4分59秒34 松澤　慶門1046 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾄ 小谷小学校

5分02秒35 渡邉　優翔1026 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 木島平小学校

5分02秒36 黒田　泰輝1067 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ くろだ内科Ｃ

5分02秒37 田島　虎ノ助1027 ﾀｼﾞﾏ ＡＣ豊丘

5分08秒38 黒岩　佳佑1054 ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ 山ノ内東小学校

5分11秒39 佐々木　健都1058 ｻｻｷ ｹﾝﾄ 桃李小学校

5分12秒40 澁澤　康太1056 ｼﾌﾞｻﾜ ｺｳﾀ 山ノ内東小学校

5分13秒41 三橋　大翔1018 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 木島平小学校

5分16秒42 内山　亮1015 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾗ 大岡小学校

5分17秒43 矢口　駿1028 ﾔｸﾞﾁ ｼｭﾝ 白馬北小学校

5分17秒44 望月　優希1034 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 山ノ内南小学校

5分18秒45 山下　ろうじ1049 ﾔﾏｼﾀ ﾛｳｼﾞ 白馬南小学校

5分20秒46 本山　來生1024 ﾓﾄﾔﾏ ﾗｲｵ 木島平小学校

5分21秒47 土屋　智晴1011 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾊﾙ 浅科小学校

5分22秒48 松澤　岳拓1051 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南小学校

5分22秒49 渡邊　慧梧1017 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

5分23秒50 江村　龍1013 ｴﾑﾗ ﾘｭｳ 鐙島JSC
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5分28秒51 川辺　暖太1053 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ 山ノ内東小学校

5分30秒52 大山　陽生1036 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 山ノ内南小学校

5分31秒53 宮嶋　翔瑛1045 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄｱｷ 小谷小学校

5分34秒54 池田　大輝1035 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山ノ内南小学校

5分35秒55 松澤　典誠1037 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾃﾝｾｲ

5分46秒56 上條　晏幹1074 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｷ 明科かけっこ

5分47秒57 橋本　麗生1041 ﾊｼﾓﾄ ﾚｵ 小谷小学校

5分50秒58 西村　天翔1055 ﾆｼﾑﾗ ﾃﾝ 山ノ内東小学校

5分52秒59 岩下　聖実1052 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 山ノ内東小学校

5分56秒60 早川　稜太1062 ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾀ みやま

5分56秒61 市川　遼1016 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

5分58秒62 秋山　征輝1005 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ 秋の山走ろう会

6分00秒63 宮島　光風1023 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｶｾﾞ 木島平小学校

6分02秒64 田中　翔1064 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 城東小学校

6分02秒65 星河　快1038 ﾎｼｶﾜ ｶｲ

6分05秒66 佐藤　宗秋1060 ｻﾄｳ ﾑﾈｱｷ

6分11秒67 石井　琉之介1002 ｲｼｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 野田Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ

6分12秒68 帯刀　俊介1070 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼｭﾝｽｹ 池田小学校

6分27秒69 宮田　渉真1048 ﾐﾔﾀ ｼｮｳﾏ 白馬南小学校

7分02秒70 御池　瑛祐1061 ｵｲｹ ｴｲｽｹ 御池
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