
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

小学生5,6年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

スタート ： 9:50:00

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 

5分06秒1 越　陽汰3015 ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島JRC

5分08秒2 菊地　洸希3028 ｷｸﾁ ｺｳｷ 腰越JSC

5分11秒3 丸山　翔平3019 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 川中島JRC

5分18秒4 佐藤　祐輔3119 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ よろしくです。

5分18秒5 椎名　一郎　ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ3008 ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ ｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾙ 駒ヶ根中沢RC

5分22秒6 上倉　詩穏3108 ｱｹﾞｸﾗ ｼｵﾝ 富士宮西小

5分22秒7 森　絋輔3027 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 腰越JSC

5分22秒8 石川　湧月3004 ｲｼｶﾜ ﾕﾂﾞｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分27秒9 木内　万璃3047 ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 穂高西AC

5分27秒10 早川　幸葵3023 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｷ よろしく真岡です。

5分30秒11 萩原　滉太郎3046 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 穂高西AC

5分33秒12 金子　翔洋3001 ｶﾈｺ ｼｮｳﾖｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分33秒13 山口　順正3005 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分33秒14 早瀬　乃亜3003 ﾊﾔｾ ﾉｱ 小山城南小学校

5分34秒15 善養寺　諒3126 ｾﾞﾝﾖｳｼﾞ ﾘｮｳ アラマキッズ

5分36秒16 内田　定一郎3007 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分37秒17 土赤　本気3025 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越JSC

5分38秒18 栗林　侑希3052 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 木島平小学校

5分38秒19 岡田　紋宗3117 ｵｶﾀﾞ ﾓﾄｷ アラマキッズ

5分39秒20 木村　歩峻3115 ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ よろしく真岡。

5分42秒21 海老沢　憲伸3133 ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ よろしく真岡

5分42秒22 大橋　颯斗3110 ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ よろしく真岡

5分43秒23 檜山　一輝3116 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞｷ よろしく真岡。

5分43秒24 井口　裕斗3130 ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾄ アラマキッズ

5分43秒25 杉森　星彦3040 ｽｷﾞﾓﾘ ﾎｼﾋｺ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分45秒26 岡村　康太3018 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 川中島JRC

5分45秒27 金井　渓人3112 ｶﾅｲ ｹｲﾄ

5分45秒28 木内　友士3032 ｷｳﾁ ﾕｳﾄ ｽﾎﾟｺﾐ東北

5分47秒29 出澤　周大3123 ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 駒ケ根中沢ＲＣ

5分48秒30 佐野　陸希3128 ｻﾉ ﾑﾂｷ 野田ジュニア

5分49秒31 山﨑　来夢3011 ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾑ よろしく真岡です。

5分49秒32 金井　正之助3026 ｶﾅｲ ｾｲﾉｽｹ 腰越JSC

5分50秒33 金井　澄人3113 ｶﾅｲ ｷﾖﾄ

5分50秒34 小松　廣務3053 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾑ 木島平小学校

5分50秒35 中島　神明3136 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ 野田ジュニア

5分51秒36 鳥屋　拓未3012 ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分51秒37 唐木　岳大3045 ｶﾗｷ ﾀｹﾋﾛ 宮田小学校

5分51秒38 大田和　一斗3114 ｵｵﾀﾜ ｲｯﾄ

5分51秒39 森岡　飛向3101 ﾓﾘｵｶ ﾋﾅﾀ チームＭＡＮＯ

5分52秒40 内田　飛河3029 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越JSC

5分52秒41 喜多　歩夢3098 ｷﾀ ｱﾕﾑ モアＳＰＣ加賀

5分54秒42 笠原　将3088 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ 山ノ内東小学校

5分56秒43 常光　拓真3107 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｸﾏ 鹿島ＡＣ

5分57秒44 滝沢　朋季3022 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 駒ヶ根中沢RC

5分59秒45 中村　航大3071 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小谷小学校

6分00秒46 小淵　孝太3120 ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾀ 山ノ内西小

6分00秒47 藤沢　日向3095 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ モアＳＰＣ加賀

6分00秒48 小林　賢二郎3121 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯山小学校

6分03秒49 野口　颯太3048 ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 穂高西AC

6分03秒50 柳　勇斗3038 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾄ 吉田小特設ｽｷｰ部
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6分04秒51 小野沢　泰雅3009 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 山ノ内西小学校

6分04秒52 中村　亘志3099 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼ さなだＳＣ

6分05秒53 西村　優輝哉3089 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾔ 山ノ内東小学校

6分07秒54 髙野　凜3021 ｺｳﾉ ﾘﾝ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分07秒55 中川　雄太3070 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷小学校

6分10秒56 野村　一成3092 ﾉﾑﾗ ｲｯｾｲ モアＳＰＣ加賀

6分11秒57 箱田　向哉3013 ﾊｺﾀﾞ ｺｳﾔ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分13秒58 細野　慶次郎3102 ﾎｿﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ チームＭＡＮＯ

6分14秒59 村田　凱飛3010 ﾑﾗﾀ ｶｲﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分14秒60 本山　大雅3056 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 木島平小学校

6分14秒61 亀井　大生3109 ｶﾒｲ ﾋﾛｵ よろしく真岡

6分14秒62 花輪　洋弥3017 ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾔ 川中島JRC

6分15秒63 原　周平3093 ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ モアＳＰＣ加賀

6分16秒64 関口　晴日3036 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾋ 吉田小特設ｽｷｰ部

6分16秒65 鈴木　睦和3064 ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分17秒66 大滝　隼輝3122 ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪南小学校

6分17秒67 山下　智久3100 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋｻ さなだＳＣ

6分18秒68 江津　颯人3078 ｺﾞｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 白馬南小学校

6分19秒69 西村　龍起3087 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｷ 山ノ内東小学校

6分20秒70 大関　渉平3127 ｵｵｾﾞｷ ｼｮｳﾍｲ よろしく真岡

6分22秒71 柴田　侑志3083 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼ 白馬南小学校

6分23秒72 太田　敦也3068 ｵｵﾀ ｱﾂﾔ 小谷小学校

6分24秒73 児玉　智義3035 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓﾖｼ 吉田小特設ｽｷｰ部

6分24秒74 大坂　一世3096 ｵｵｻｶ ｲｯｾｲ モアＳＰＣ加賀

6分25秒75 藤崎　友輝3074 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳｷ 小谷小学校

6分26秒76 小林　琉斗3085 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 山ノ内東小学校

6分30秒77 土屋　晴斗3033 ﾂﾁﾔ ﾊﾙﾄ 浅科小学校

6分31秒78 杉藤　幹太3135 ｽｷﾞﾄｳ ｶﾝﾀ

6分31秒79 高橋　旭3044 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 城ケ丘XC

6分32秒80 藤原　想也3124 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 明科かけっこ

6分33秒81 若林　拓哉3137 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 城端小学校

6分34秒82 藤木　峻3043 ﾌｼﾞｷ ｼｭﾝ 城ケ丘XC

6分35秒83 重房　桜介3111 ｼｹﾞﾌｻ ｵｳｽｹ 桜かぼっこ

6分36秒84 下村　智哉3094 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓﾔ モアＳＰＣ加賀

6分37秒85 宮澤　大翔3125 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 明科かけっこ

6分37秒86 相崎　康介3034 ｱｲｻﾞｷ ｺｳｽｹ 吉田小特設ｽｷｰ部

6分39秒87 花輪　和弥3016 ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾔ 川中島JRC

6分41秒88 平木　桃之介3014 ﾋﾗｷ ﾓﾓﾉｽｹ

6分42秒89 小野　海斗3024 ｵﾉ ｶｲﾄ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分43秒90 宮内　岳琉3030 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹﾙ 鐙島JSC

6分44秒91 山本　晃輝3090 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山ノ内東小学校

6分45秒92 伊藤　大智3077 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 白馬南小学校

6分47秒93 田中　心乃祐3079 ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 白馬南小学校

6分48秒94 藤沢　樹3059 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 山ノ内南小学校

6分48秒95 樋口　智士3042 ﾋｸﾞﾁ ｻﾄｼ 城ケ丘XC

6分49秒96 小松　祐輝3058 ｺﾏﾂ ＡＣ豊丘

6分49秒97 山本　隼平3060 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 山ノ内南小学校

6分53秒98 目時　冬羽3072 ﾒﾄｷ ﾄﾜ 小谷小学校

6分54秒99 生冨　遼3091 ｲｸﾄﾐ ﾘｮｳ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

6分57秒100 丸山　友思3039 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼ 吉田小特設ｽｷｰ部
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6分58秒101 紙浦　明馬3062 ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分59秒102 宮澤　竜樹3066 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分03秒103 御池　優也3105 ｵｲｹ ﾕｳﾔ 御池

7分03秒104 松澤　礼音3065 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵﾝ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分05秒105 猪股　陸3073 ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 小谷小学校

7分08秒106 御池　蓮二3104 ｵｲｹ ﾚﾝｼﾞ 御池

7分09秒107 矢口　昂太3076 ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀ 小谷小学校

7分10秒108 関口　陽大3041 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾋﾛ 城ケ丘XC

7分17秒109 春日　成生3037 ｶｽｶﾞ ﾅｲｷ 吉田小特設ｽｷｰ部

7分17秒110 西澤　来波3080 ﾆｼｻﾞﾜ ﾗﾅｲ 白馬南小学校

7分18秒111 村松　賢3055 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ 木島平小学校

7分22秒112 今井　椋芽3067 ｲﾏｲ ﾘｮｳｶﾞ 小谷小学校

7分25秒113 齋藤　達也3086 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 山ノ内東小学校

7分28秒114 上原　風人3118 ｳｴﾊﾗ ｶｻﾞﾄ 戸隠小学校

7分28秒115 松澤　柊希3081 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳｷ 白馬南小学校

7分30秒116 宮嶋　陸翔3075 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 小谷小学校

7分32秒117 川辺　一太3084 ｶﾜﾍﾞ ｲｯﾀ 山ノ内東小学校

7分34秒118 長田　光広3082 ｵｻﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 白馬南小学校

7分39秒119 宮嶋　健3063 ﾐﾔｼﾞﾏ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分43秒120 池田　伊織3051 ｲｹﾀﾞ ｲｵﾘ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

7分43秒121 高橋　広成3050 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾅﾘ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

7分49秒122 御池　虎太郎3103 ｵｲｹ ｺﾀﾛｳ 御池

7分49秒123 武田　拓磨3061 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 山ノ内南小学校

7分49秒124 野田　裕介3049 ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 大岡小学校

8分35秒125 清道　冬羽3031 ｷﾖﾐﾁ ﾄﾜ

11分00秒126 林　大夢3057 ﾊﾔｼ ＡＣ豊丘
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