
- 第18回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

種目No,15　1.5ｋｍ小学生5,6年男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2015/7/26

スタート ： 10:20:00

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08秒1 丸山　翔平3032 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 川中島ＪＲＣ

5分10秒2 室谷　拓実3064 ﾑﾛﾀﾆ ﾀｸﾐ 津幡ジュニア 

5分12秒3 中野　匠3003 ﾅｶﾉ ﾀｸﾐ アラマキッズ

5分16秒4 杉森　星彦3005 ｽｷﾞﾓﾘ ﾎｼﾋｺ アラマキッズ

5分20秒5 佐藤　仁瑛3104 ｻﾄｳ ｼﾞﾝｴｲ アラマキッズ

5分25秒6 萩原　滉太郎3025 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

5分26秒7 石川　瑞樹3123 ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ アラマキッズ

5分27秒8 出澤　周大3118 ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 駒ケ根中沢ＲＣ

5分27秒9 土赤　本気3035 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越ＪＳＣ

5分28秒10 関　駿斗3116 ｾｷ ﾊﾔﾄ アラマキッズ

5分30秒11 前田　崚羽3046 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾊ A.C.TOYAMA

5分34秒12 堀田　龍生3133 ﾎｯﾀ ﾘｭｳｾｲ 野田ジュニア

5分34秒13 新井　虎次郎3114 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ アラマキッズ

5分35秒14 日達　匠海3120 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 駒ケ根中沢ＲＣ

5分36秒15 大塚　悠剛3017 ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 安曇野かけっこクラブ

5分37秒16 細野　慶次郎3106 ﾎｿﾉ ｹｲｼﾞﾛｳ チームＭＡＮＯ

5分39秒17 澤井　克樹3069 ｻﾜｲ ｶﾂｷ 津幡ジュニア 

5分39秒18 岡村　康太3033 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 川中島ＪＲＣ

5分39秒19 鳥屋　拓未3002 ﾄﾘﾔ ﾀｸﾐ アラマキッズ

5分39秒20 引田　裕太3011 ﾋｷﾀﾞ ﾕｳﾀ

5分39秒21 小林　賢二郎3115 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯山小

5分39秒22 髙橋　明流3075 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｭｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分39秒23 常光　拓真3086 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｸﾏ 鹿島AC

5分40秒24 矢澤　蓮太郎3121 ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 駒ケ根中沢ＲＣ

5分40秒25 成沢　爽3038 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 腰越ＪＳＣ

5分40秒26 祢津　利空3076 ﾈﾂ ﾘｸｳ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分41秒27 高森　そら3107 ﾀｶﾓﾘ ｿﾗ チームＭＡＮＯ

5分41秒28 新納　悠希3040 ｼﾝﾉｳ ﾕｳｷ A.C.TOYAMA

5分43秒29 井口　裕斗3128 ｲﾉｸﾁ ﾕｳﾄ アラマキッズ

5分46秒30 島山　隼翔3137 ｼﾏﾔﾏ ﾊﾔﾄ 野田ジュニア

5分47秒31 菊地　祐吾3036 ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 腰越ＪＳＣ

5分48秒32 面田　拓輝3016 ｵﾓﾀﾞ ﾋﾛｷ アラマキッズ

5分49秒33 金川　真之典3006 ｶﾅｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ

5分49秒34 藤原　想也3122 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 安曇野かけっこ

5分50秒35 中　煌瑠3070 ﾅｶ ｷﾗﾙ 津幡ジュニア 

5分50秒36 柳　太梧3135 ﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 野田ジュニア

5分51秒37 小林　琉斗3077 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 山ノ内東小学校

5分53秒38 関口　晴日3029 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾋ 吉田小特設ｽｷｰ部

5分55秒39 松井　空嵐3063 ﾏﾂｲ ｿﾗﾝ 津幡ジュニア 

5分55秒40 吉田　律喜3001 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾂｷ アラマキッズ

5分56秒41 田中　敬之輔3134 ﾀﾅｶ ｹｲﾉｽｹ アベベ駅伝Ｃ

5分56秒42 大野　祐一郎3014 ｵｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山ノ内西小学校

5分57秒43 山本　大樹3065 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｷ 津幡ジュニア 

5分57秒44 坂本　亮3130 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ アラマキッズ

5分58秒45 小野沢　泰雅3009 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 山ノ内西小学校

5分59秒46 高梨　海李3108 ﾀｶﾅｼ ｶｲﾘ パレイストラ

6分01秒47 堀米　結丸3129 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 山ノ内西小学校

6分02秒48 越後　拓唯3041 ｴﾁｺﾞ ﾀｸｲ A.C.TOYAMA

6分02秒49 竹花　翔太3039 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 腰越ＪＳＣ

6分02秒50 佐藤　めだる3022 ｻﾄｳ ﾒﾀﾞﾙ 鐙島ＪＳＣ
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6分05秒51 松井　和真3042 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾏ A.C.TOYAMA

6分07秒52 舟瀬　壮馬3043 ﾌﾅｾ ｿｳﾏ A.C.TOYAMA

6分07秒53 松澤　柊斗3127 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 泉台小学校

6分08秒54 鈴木　睦和3088 ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ 白馬アスレチッククラブ

6分08秒55 濱谷　天冴3093 ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 白馬アスレチッククラブ

6分08秒56 近藤　寛康3034 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 川中島ＪＲＣ

6分10秒57 宮田　惟吹3053 ﾐﾔﾀ ｲﾌﾞｷ

6分10秒58 武田　寧登3092 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬アスレチッククラブ

6分10秒59 蓮井　涼太3020 ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ 安曇野かけっこクラブ

6分10秒60 吉川　恭介3066 ﾖｼｶﾜ ｷｮｳｽｹ 津幡ジュニア 

6分11秒61 小橋　優3101 ｺﾊﾞｼ ﾕｳ モアＳＰＣ加賀

6分13秒62 児玉　智義3031 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓﾖｼ 吉田小特設ｽｷｰ部

6分15秒63 若林　拓哉3132 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 城端小学校

6分16秒64 丹羽　拓夢3100 ﾆﾜ ﾀｸﾑ モアＳＰＣ加賀

6分16秒65 冨永　大輔3023 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 安曇野かけっこクラブ

6分16秒66 千野　伸河3026 ﾁﾉ ｼﾝｶﾞ 飯山小学校

6分17秒67 松本　瑛士3071 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｼﾞ 津幡ジュニア 

6分19秒68 相崎　康介3027 ｱｲｻﾞｷ ｺｳｽｹ 吉田小特設ｽｷｰ部

6分19秒69 村越　郁也3054 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷小学校

6分20秒70 宮澤　竜樹3089 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 白馬アスレチッククラブ

6分21秒71 西村　龍起3097 ﾆｼﾑﾗ 山ノ内東小学校

6分21秒72 藤崎　友輝3061 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳｷ 小谷小学校

6分21秒73 金井　空雅3126 ｶﾅｲ ｸｳｶﾞ アラマキッズ

6分22秒74 川口　直央3136 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵ 野田ジュニア

6分23秒75 須田　愛佑3012 ｽﾀﾞ ｱｲｽｹ 山ノ内西小学校

6分24秒76 山谷　樹輝3099 ﾔﾏﾔ ｲﾂｷ モアＳＰＣ加賀

6分25秒77 大下　直輝3013 ｵｵｼﾀ ﾅｵｷ アラマキッズ

6分25秒78 中川　亮太郎3004 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ アラマキッズ

6分27秒79 大滝　隼輝3117 ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪南小学校

6分28秒80 石川　岳陽3055 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾊﾙ 小谷小学校

6分28秒81 関口　陽大3073 ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾋﾛ 城ヶ丘XC

6分29秒82 山崎　広翔3019 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 山ノ内西小学校

6分31秒83 三谷　歩3102 ﾐﾂﾔ ｱﾕﾑ モアＳＰＣ加賀

6分33秒84 池野　拓人3067 ｲｹﾉ ﾀｸﾄ 津幡ジュニア 

6分33秒85 水野　海凱3062 ﾐｽﾞﾉ ｳｶｲ 植竹小学校

6分34秒86 杉本　大知3087 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲﾁ 鹿島AC

6分36秒87 和泉田　済人3138 ｲｽﾞﾐﾀ ｽﾐﾄ 穂高北小

6分39秒88 美谷　健太3098 ﾐﾀﾆ ｹﾝﾀ モアＳＰＣ加賀

6分40秒89 前山　宗亮3044 ﾏｴﾔﾏ ｿｳｽｹ A.C.TOYAMA

6分42秒90 大村　晃流3074 ｵｵﾑﾗ ﾋｶﾙ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分43秒91 中川　敬太3056 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷小学校

6分43秒92 斉藤　柊雅3037 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾏ 腰越ＪＳＣ

6分45秒93 伊戸川　幹太3068 ｲﾄｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 津幡ジュニア 

6分47秒94 丸山　大夢3052 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾑ 白馬北小学校

6分50秒95 宮嶋　吹雪3057 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌﾌﾞｷ

6分50秒96 池田　拓未3082 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ 山ノ内南小学校

6分53秒97 寺島　弥輝3110 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛｷ Ｔ’ｓチーム

6分53秒98 江津　祥太朗3091 ｺﾞｵﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 白馬アスレチッククラブ

6分56秒99 丸山　友思3030 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼ 吉田小特設ｽｷｰ部

7分02秒100 西尾　大和3048 ﾆｼｵ ﾔﾏﾄ AC豊丘
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7分02秒101 田原　琳太郎3096 ﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 白馬アスレチッククラブ

7分03秒102 寺沢　龍哉3131 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ 安曇野かけっこ

7分04秒103 野崎　真生3051 ﾉｻﾞｷ ﾏｲｸ 大岡小学校

7分07秒104 彦野　貴紀3103 ﾋｺﾉ ｱﾂｷ モアＳＰＣ加賀

7分08秒105 春日　成生3028 ｶｽｶﾞ ﾅｲｷ 吉田小特設ｽｷｰ部

7分13秒106 川辺　一太3078 ｶﾜﾍﾞ ｲｯﾀ 山ノ内東小学校

7分17秒107 高橋　広成3113 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾅﾘ 科野小ＳＣ

7分18秒108 宮田　紘希3094 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｷ 白馬アスレチッククラブ

7分19秒109 清水　大幹3080 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 山ノ内東小学校

7分19秒110 矢口　昂太3060 ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀ 小谷小学校

7分23秒111 金井　修成3024 ｶﾅｲ ｼｭｳｾｲ 松本盲学校

7分31秒112 平木　桃乃介3021 ﾋﾗｷ ﾓﾓﾉｽｹ

7分34秒113 天野　広人3072 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾄ 城ヶ丘XC

7分34秒114 西元　俊太3049 ﾆｼﾓﾄ AC豊丘

7分36秒115 田中　亮丞3139 ﾀﾅｶ モアSPC加賀

7分37秒116 渡邊　雄亮3111 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｰｽｹ 科野小ＳＣ

7分39秒117 元村　駿佑3095 ﾓﾄﾑﾗ 白馬アスレチッククラブ

7分40秒118 稲田　結矢3083 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾔ 山ノ内南小学校

7分42秒119 市川　慧3112 ｲﾁｶﾜ ｹｲ 科野小ＳＣ

7分47秒120 太田　硫斗3090 ｵｵﾀ  ﾘｭｳﾄ 白馬アスレチッククラブ

8分07秒121 武田　拓磨3081 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 山ノ内南小学校

8分12秒122 小林　朋樹3015 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 山ノ内西小学校

8分40秒123 西垣　伊織3047 ﾆｼｶﾞｷ AC豊丘

9分00秒124 金山　尚申3105 ｶﾅﾔﾏ ﾋｻﾉﾌﾞ 富山市立神明小

10分56秒125 林　大夢3050 ﾊﾔｼ AC豊丘
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