
- 第18回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

種目No,17　4ｋｍ中学生男子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2015/7/26

スタート ： 10:30:00

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 

13分44秒1 新田　海斗4088 ﾆｯﾀ ｶｲﾄ モアＳＰＣ加賀

13分53秒2 上田　桂悟4105 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鉢盛中

14分06秒3 中澤　堅太朗4094 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 信大附属長野

14分11秒4 郷津　知哉4061 ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾔ 白馬中学校ｸﾛｽ部

14分17秒5 片桐　陽和4014 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 腰越ＪＳＣ

14分18秒6 新田　陸弥4089 ﾆｯﾀ ﾘｸﾔ モアＳＰＣ加賀

14分19秒7 星野　誉貴4100 ﾎｼﾉ ﾖｼｷ

14分19秒8 髙橋　汰門4018 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾝ 木島平中学校

14分22秒9 森　龍希4020 ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 木島平中学校

14分26秒10 櫻井　心路4104 ｻｸﾗｲ ｺｺﾛ 菅野中学校

14分33秒11 寺尾　昂4012 ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 腰越ＪＳＣ

14分40秒12 山本　景4072 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

14分45秒13 青木　力杜4078 ｱｵｷ ﾘｷﾄ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

14分51秒14 嶋田　悠二4060 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 白馬中学校ｸﾛｽ部

14分56秒15 幾田　林太郎4052 ｲｸﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 小谷中学校

15分05秒16 小山　慧4008 ｺﾔﾏ ｹｲ 菅平中学校

15分08秒17 笠原　将4067 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分09秒18 木村　大樹4083 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ モアＳＰＣ加賀

15分11秒19 千野　竜河4030 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 城南中学校

15分14秒20 両角　睦紀4002 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ

15分15秒21 北澤　翔馬4062 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 白馬中学校ｸﾛｽ部

15分25秒22 髙橋　一輝4098 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 大町第一中

15分30秒23 小林　皓生4041 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 飯山城北中

15分36秒24 山本　啓将4077 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

15分37秒25 田中　悠河4037 ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ 飯山城北中

15分37秒26 村岡　拓海4007 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ 波田中学校

15分42秒27 橋本　礼徳4065 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 白馬中学校ｸﾛｽ部

15分43秒28 芦部　冬馬4102 ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中学校

15分45秒29 高山　雄大4066 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 小川スポーツふれあいクラブ

15分46秒30 村上　裕雅4093 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 癒しの森

15分49秒31 畔上　悠太4017 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 木島平中学校

15分50秒32 和田　知央4003 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 飯山城南中学校

15分53秒33 湯本　樹4021 ﾕﾓﾄ ﾀﾂｷ 木島平中学校

15分53秒34 六塚　琉良4031 ﾑﾂﾂﾞｶ ﾙｲ 城南中学校

15分56秒35 森　紘輔4016 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 腰越ＪＳＣ

15分56秒36 松山　椋平4103 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 山ノ内中学

16分00秒37 髙橋　海人4036 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 飯山城北中

16分01秒38 若狭　凜太郎4082 ﾜｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ 中能登中学校

16分01秒39 桑原　潤也4101 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾔ

16分10秒40 宮内　智也4006 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾔ 城南中学校

16分12秒41 小林　俊介4019 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 木島平中学校

16分14秒42 藤沢　樹4069 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分14秒43 栗林　侑希4022 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 木島平中学校

16分15秒44 佐藤　聡太4079 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分19秒45 浅井　航4024 ｱｻｲ ﾜﾀﾙ A.C.TOYAMA

16分20秒46 小林　晴太4081 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分23秒47 武田　賢太4011 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 高社中学校

16分24秒48 成澤　啓汰4074 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分25秒49 小坂　飛翔4040 ｺｻｶ ﾋｭｳﾄ 飯山城北中

16分26秒50 沓掛　隼士4027 ｸﾂｶｹ ﾊﾔﾄ 信濃中学校スキー部
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16分26秒51 太田　樹4050 ｵｵﾀ ﾀﾂｷ 小谷中学校

16分30秒52 坂井　冠太4057 ｻｶｲ ｶﾝﾀ まつだいCSC

16分31秒53 喜多　歩夢4091 ｷﾀ ｱﾕﾑ モアＳＰＣ加賀

16分31秒54 太田　流司4084 ｵｵﾀ ﾙｲｽ モアＳＰＣ加賀

16分33秒55 内田　飛河4015 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越ＪＳＣ

16分34秒56 松澤　良磨4053 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 小谷中学校

16分36秒57 大日方　一貴4039 ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｽﾞｷ 飯山城北中

16分38秒58 江村　拓哉4035 ｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 飯山城北中

16分45秒59 清水　直也4042 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾔ 飯山城北中

16分46秒60 西堀　皓雄4064 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾃﾙｵ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分46秒61 酒井　一4025 ｻｶｲ AC豊丘

16分51秒62 山本　晃輝4070 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分58秒63 國本　稜平4063 ｸﾆﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 白馬中学校ｸﾛｽ部

16分59秒64 村越　仁哉4044 ﾑﾗｺｼ ﾏｻﾔ 飯山城北中

17分02秒65 吉越　太良4046 ﾖｼｺﾞｴ ﾀｲﾗ 飯山城北中

17分04秒66 岩本　拓巳4076 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾐ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

17分07秒67 本山　大雅4023 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 木島平中学校

17分10秒68 内田　玲穏4013 ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 腰越ＪＳＣ

17分10秒69 山本　蒼天4026 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ AC豊丘

17分13秒70 鹿住　郁吹4028 ｶｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 信濃中学校スキー部

17分13秒71 深澤　竜之介4051 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 小谷中学校

17分14秒72 中川　雄太4056 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷中学校

17分16秒73 那須野　寛生4010 ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 飯島中学校

17分25秒74 野村　一成4085 ﾉﾑﾗ ｲｯｾｲ モアＳＰＣ加賀

17分28秒75 北澤　準也4106 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 高瀬中学校

17分31秒76 野崎　太一4058 ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ 野沢温泉中学校ｸﾛｽ部

17分32秒77 徳竹　幸也4073 ﾄｸﾀｹ ｺｳﾔ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

17分34秒78 下村　智哉4087 ｼﾓﾑﾗ ﾄﾓﾔ モアＳＰＣ加賀

17分36秒79 石塚　翼4049 ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾊﾞｻ 小谷中学校

17分37秒80 薄井　理央4107 ｳｽｲ ﾀｶﾋﾛ 高瀬中学校

17分40秒81 山﨑　翔4045 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ 飯山城北中

17分40秒82 大平　和輝4038 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞｷ 飯山城北中

17分40秒83 宮崎　輝4059 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾗ 野沢温泉中学校ｸﾛｽ部

17分43秒84 宮崎　遼太4097 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 嬬恋中学

17分54秒85 沼田　唯聖4048 ﾇﾏﾀ ﾕｲﾄ 飯山城北中

17分54秒86 松本　祥汰4095 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 嬬恋中学

17分56秒87 原　周平4086 ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ モアＳＰＣ加賀

18分04秒88 藤本　唯希4043 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲｷ 飯山城北中

18分31秒89 山下　響生4034 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾋﾞｷ 菅平中学校

18分32秒90 小淵　孝太4068 ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾀ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

18分48秒91 太田　敦也4054 ｵｵﾀ ｱﾂﾔ 小谷中学校

18分58秒92 鏑木　光4099 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾘ

19分00秒93 目時　冬羽4055 ﾒﾄｷ ﾄﾜ 小谷中学校

19分06秒94 羽田　皇喜4071 ﾊﾀ ｺｳｷ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

19分36秒95 武田　知明4009 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 白馬中学校

19分58秒96 金山　宜弘4092 ｶﾅﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 富山市立西部中

24分13秒97 川上　健太4033 ｶﾜｶﾐ ｹﾝﾀ 菅平中学校

26分14秒98 髙島　侑希4047 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ 飯山城北中
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