
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

中学生男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

スタート ： 10:00:00

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 

13分05秒1 高木　航志4014 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 腰越JSC

13分43秒2 宇津野　篤4010 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 腰越JSC

13分50秒3 間野　健太郎4119 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ チームＭＡＮＯ

13分55秒4 池田　悠司4022 ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 諏訪西中学校

14分05秒5 郷津　知哉4061 ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾔ 白馬中ｸﾛｽ部

14分05秒6 外谷　涼太4003 ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 信濃小中学校ｽｷｰ部

14分08秒7 土屋　優介4051 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 木島平中学校

14分10秒8 上倉　瑠架4127 ｱｹﾞｸﾗ ﾙｶ 富士宮三中

14分13秒9 田中　陸央4110 ﾀﾅｶ ﾘｸ モアＳＰＣ加賀

14分17秒10 細野　丈二4120 ﾎｿﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ チームＭＡＮＯ

14分18秒11 植田　貴大4026 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮田中学校

14分20秒12 笹沢　健司4013 ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 腰越JSC

14分21秒13 藤田　健人4103 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾄ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

14分27秒14 星野　誉貴4135 ﾎｼﾉ ﾖｼｷ かたしなＲＣ

14分27秒15 武田　優介4034 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高社中学校

14分29秒16 諸山　光4016 ﾓﾛﾔﾏ ﾋｶﾙ 腰越JSC

14分32秒17 髙橋　汰門4053 ﾀｶﾊｼ 木島平中学校

14分34秒18 木村　大樹4111 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ モアＳＰＣ加賀

14分35秒19 伊藤　周也4039 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 菅野中学校

14分39秒20 金岩　勇貴4121 ｶﾅｲﾜ ﾕｳｷ チームＭＡＮＯ

14分40秒21 新田　海斗4116 ﾆｯﾀ ｶｲﾄ モアＳＰＣ加賀

14分41秒22 松本　良介4020 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 嬬恋中学校

14分42秒23 大川　天斗4044 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾄ 菅野中学校

14分43秒24 伊藤　留希亜4037 ｲﾄｳ ﾙｷｱ 菅野中学校

14分44秒25 片桐　陽和4011 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 腰越JSC

14分45秒26 畠山　龍大4023 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町第一中学校

14分47秒27 只石　佳暉4122 ﾀﾀﾞｲｼ ﾖｼｷ チームＭＡＮＯ

14分47秒28 森　龍希4055 ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 木島平中学校

14分48秒29 北　ケニスウェイン4125 ｷﾀ ｹﾆｽｳｪｲﾝ チームＭＡＮＯ

14分59秒30 髙橋　一輝4132 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 大町第一

14分59秒31 畔上　晃4066 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾋｶﾙ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分00秒32 百瀬　真悟4038 ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 菅野中学校

15分04秒33 寺尾　昴4012 ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 腰越JSC

15分05秒34 山本　啓将4070 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分06秒35 山本　勇悟4067 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分11秒36 長澤　匠吾4057 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 白馬中ｸﾛｽ部

15分13秒37 山本　景4077 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分14秒38 杉山　修己4030 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中学校

15分14秒39 湯本　幸耶4073 ﾕﾓﾄ ｺｳﾔ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分15秒40 中村　怜輝4015 ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 腰越JSC

15分16秒41 中澤　堅太朗4126 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 信大附属長野

15分18秒42 松本　啓斗4017 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾄ 嬬恋中学校

15分19秒43 畔上　悠太4052 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 木島平中学校

15分20秒44 山口　龍之介4123 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ チームＭＡＮＯ

15分21秒45 嶋田　悠二4060 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 白馬中ｸﾛｽ部

15分21秒46 小林　亮4086 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 飯山城南中学校

15分22秒47 栗林　和希4050 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 木島平中学校

15分24秒48 粟島　叶多4107 ｱﾜｼﾏ ｶﾅﾀ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

15分27秒49 井水　琢人4104 ｲﾐｽﾞ ﾀｸﾄ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

15分28秒50 幾田　林太郎4084 ｲｸﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 小谷中学校
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15分29秒51 両角　睦紀4007 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ

15分29秒52 大滝　一輝4137 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中学校

15分30秒53 中才　陽介4105 ﾅｶｻｲ ﾖｳｽｹ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

15分31秒54 松井　才門4114 ﾏﾂｲ ｻｲﾓﾝ モアＳＰＣ加賀

15分34秒55 井上　大己4106 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

15分34秒56 岡田　雄大4129 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 新井中学校

15分35秒57 湯本　貫太4032 ﾕﾓﾄ ｶﾝﾀ 高社中学校

15分37秒58 今泉　豪太4047 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺﾞｳﾀ

15分37秒59 和田　知央4002 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 城南中学校

15分38秒60 千野　竜河4087 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 飯山城南中学校

15分40秒61 清水　翔仁4090 ｼﾐｽﾞ ｶｹﾄ 城北中学校ｽｷｰ部

15分40秒62 新田　陸弥4117 ﾆｯﾀ ﾘｸﾔ モアＳＰＣ加賀

15分44秒63 藤乃井　敦生4109 ﾌｼﾞﾉｲ ｱﾂｷ モアＳＰＣ加賀

15分48秒64 髙相　幸世4068 ﾀｶｿｳ ｺｳｾｲ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分48秒65 上原　海里4139 ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ 戸隠中学校

15分49秒66 安原　滉人4138 ﾔｽﾊﾗ ﾋﾛﾄ 新井中学校

15分54秒67 髙辻　乃輔4112 ﾀｶﾂｼﾞ ﾀｲｽｹ モアＳＰＣ加賀

15分55秒68 北澤　翔馬4063 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 白馬中ｸﾛｽ部

15分57秒69 太田　流司4115 ｵｵﾀ ﾙｲｽ モアＳＰＣ加賀

15分59秒70 青木　力杜4071 ｱｵｷ ﾘｷﾄ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分03秒71 藤松　嶺4046 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾚｲ 会田中学校

16分03秒72 今田　優作4059 ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｻｸ 白馬中ｸﾛｽ部

16分04秒73 櫻井　心路4042 ｻｸﾗｲ ｺｺﾛ 菅野中学校

16分06秒74 関口　岳大4027 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 城ケ丘XC

16分12秒75 竹村　泰河4058 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬中ｸﾛｽ部

16分13秒76 猪股　優4080 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳ 小谷中学校

16分18秒77 鹿住　朝陽4005 ｶｽﾞﾐ ｱｻﾋ 信濃小中学校ｽｷｰ部

16分22秒78 村岡　拓海4024 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ 波田中学校

16分23秒79 松村　恵吾4004 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｺﾞ 信濃小中学校ｽｷｰ部

16分24秒80 佐藤　聡太4072 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分25秒81 湯本　樹4056 ﾕﾓﾄ ﾀﾂｷ 木島平中学校

16分25秒82 鏑木　光4134 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾘ かたしなＲＣ

16分27秒83 橋本　礼徳4062 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 白馬中ｸﾛｽ部

16分27秒84 岩本　拓巳4069 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分37秒85 小林　晴太4078 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分41秒86 鹿住　郁吹4006 ｶｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 信濃小中学校ｽｷｰ部

16分44秒87 大久保　遼太郎4021 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 嬬恋中学校

16分46秒88 太田　樹4082 ｵｵﾀ ﾀﾂｷ 小谷中学校

16分52秒89 成沢　啓汰4074 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分53秒90 國本　稜平4064 ｸﾆﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 白馬中ｸﾛｽ部

16分54秒91 武田　賢太4033 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 高社中学校

16分57秒92 小林　皓生4099 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 城北中学校ｽｷｰ部

16分58秒93 蜜澤　実哲4025 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 高瀬中学校

17分03秒94 田中　悠河4091 ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ 城北中学校ｽｷｰ部

17分03秒95 西堀　皓雄4065 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾃﾙｵ 白馬中ｸﾛｽ部

17分28秒96 江村　拓哉4093 ｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 城北中学校ｽｷｰ部

17分29秒97 高橋　海人4092 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 城北中学校ｽｷｰ部

17分33秒98 重房　映杜4130 ｼｹﾞﾌｻ ｴｲﾄ エイトマン

17分35秒99 黒岩　翔4018 ｸﾛｲﾜ ｶｹﾙ 嬬恋中学校

17分38秒100 大西　正礎4029 ｵｵﾆｼ ﾏｻｷ 戸隠中学校
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17分40秒101 浅井　航4136 ｱｻｲ ﾜﾀﾙ

17分43秒102 酒井　一4045 ｻｶｲ ＡＣ豊丘

17分49秒103 六塚　琉良4088 ﾑﾂﾂﾞｶ ﾙｲ 飯山城南中学校

17分55秒104 藤原　裕希4031 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 松本秀峰中等教育学校

17分57秒105 清水　慧4089 ｼﾐｽﾞ ｹｲ 城北中学校ｽｷｰ部

18分00秒106 大日方　一貴4102 ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｽﾞｷ 城北中学校ｽｷｰ部

18分01秒107 内田　玲穏4009 ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 腰越JSC

18分05秒108 小坂　飛翔4094 ｺｻｶ ﾋｭｳﾄ 城北中学校ｽｷｰ部

18分36秒109 吉越　太良4098 ﾖｼｺﾞｴ ﾀｲﾗ 城北中学校ｽｷｰ部

18分37秒110 大平　和輝4101 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞｷ 城北中学校ｽｷｰ部

18分38秒111 松岡　春男4133 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｵ 新井中学校

18分39秒112 徳竹　幸也4075 ﾄｸﾀｹ ｺｳﾔ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

18分47秒113 石塚　翼4081 ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 小谷中学校

18分50秒114 金山　宜弘4118 ｶﾅﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 富山市立西部中

18分53秒115 小林　俊介4054 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 木島平中学校

19分00秒116 重房　玄紀4131 ｼｹﾞﾌｻ ｹﾞﾝｷ ゲンキタイム

19分08秒117 清水　貴弘4048 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 菅平中学校

19分13秒118 松澤　良磨4085 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 小谷中学校

19分23秒119 吉崎　息吹4124 ﾖｼｻｷ ｲﾌﾞｷ チームＭＡＮＯ

19分36秒120 清水　直也4100 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾔ 城北中学校ｽｷｰ部

19分47秒121 山崎　翔4096 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ 城北中学校ｽｷｰ部

19分49秒122 川上　健太4049 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀ 菅平中学校

20分27秒123 松本　祥汰4019 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 嬬恋中学校

21分01秒124 藤木　唯希4095 ﾌｼﾞｷ ﾕｳｷ 城北中学校ｽｷｰ部

21分40秒125 井口　瑛敦4041 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 菅野中学校

22分45秒126 関根　大生4128 ｾｷﾈ ﾀﾞｲｷ 小泉中学校
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