
- 第19回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

12km　一般　男子の部（高校生以上）
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2016/7/24

スタート： 8:30:00

会場: 白馬スノーハープ

主催: 白馬村　一般財団法人長野陸上競技協会

42分40秒1 松倉　頼人738 ﾏﾂｸﾗ ﾗｲﾄ t.M新川

43分02秒2 市村　耕太郎717 ｲﾁﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ

43分10秒3 田畑　幸司748 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市役所です

43分15秒4 間野　健太郎737 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ t.M新川

44分07秒5 関　喜明721 ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

44分47秒6 岡　利哉764 ｵｶ ﾄｼﾔ 中野市役所

45分12秒7 成瀬　開地777 ﾅﾙｾ ｶｲﾁ 岐阜日野自動車

46分27秒8 高岸　修司756 ﾀｶｷﾞｼ ｼｭｳｼﾞ

46分39秒9 加藤　誠隆779 ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ

47分51秒10 片桐　康太803 ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ ｶﾘｽﾏﾆｰﾄ

48分29秒11 向山　直樹724 ﾑｺｳﾔﾏ ﾅｵｷ 山梨県庁

48分52秒12 佐藤　岳史793 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 信州大学

49分17秒13 島田　育男811 ｼﾏﾀﾞ ｲｸｵ さいたま消防

49分30秒14 清水　健郎767 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾛｳ 長野県警察

50分13秒15 丸山　義文749 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ NJRC

50分39秒16 松本　寛司810 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝｼﾞ

50分45秒17 阿部　駿佑791 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 信州大学院

51分41秒18 割田　靖787 ﾜﾘﾀ ﾔｽｼ

51分51秒19 田村　実731 ﾀﾑﾗ ﾐﾉﾙ ﾁｰﾑﾀﾑﾊﾑ

53分32秒20 日置　悠河796 ﾋｵｷ ﾕｳｶﾞ

53分39秒21 三好　航平804 ﾐﾖｼ ｺｳﾍｲ

54分34秒22 石井　俊久712 ｲｼｲ ﾄｼﾋｻ 石井ｸﾗﾌﾞ

54分54秒23 原口　和也809 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 増田 河原崎

55分00秒24 稲原　章安773 ｲﾅﾊﾗ ｱｷﾔｽ

55分12秒25 渡辺　直志733 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｼ ﾁｰﾑ704

55分34秒26 大峽　貴道747 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾐﾁ

56分04秒27 姫野　大地801 ﾋﾒﾉ ﾀﾞｲﾁ

56分12秒28 鈴木　健780 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ ﾗﾝﾋﾟｰｽ

56分16秒29 山﨑　聡778 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄｼ ﾁｰｰﾑ703

56分36秒30 生駒　直817 ｲｺﾏ ﾅｵ 信州大学

57分40秒31 木原　渉805 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 信州大学

57分44秒32 小倉　拓未722 ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊

57分49秒33 井口　悟志715 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ ﾁｰﾑｱｯﾌﾟﾙﾛｰﾄﾞ

58分01秒34 塚田　政弘775 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

58分13秒35 千野　俊二758 ﾁﾉ ｼｭﾝｼﾞ

58分28秒36 瀬下　純一744 ｾｼﾞﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ 樫山工業

58分32秒37 水橋　勝美720 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ (株)ｱｲｻﾞｯｸ

58分37秒38 赤木　洋二769 ｱｶｷﾞ ﾖｳｼﾞ 栗本鉄工所

58分39秒39 樽井　進798 ﾀﾙｲ ｽｽﾑ

59分04秒40 小路　義久786 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾋｻ

59分14秒41 佐藤　開都815 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高校

59分32秒42 並木　真弓740 ﾅﾐｷ ﾏｻﾕﾐ RunSOu1

59分42秒43 山田　勝781 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ

59分50秒44 大島　康成732 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾅﾘ

1時間00分39秒45 山本　照彦716 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ 京都ﾗﾝﾄﾞﾘｰ

1時間00分41秒46 水崎　澄夫792 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ

1時間00分58秒47 英　次郎807 ﾊﾅﾌﾞｻ ｼﾞﾛｳ 有限会社中信

1時間01分01秒48 鈴木　利幸704 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間01分30秒49 河下　直紀730 ｶﾜｼﾀ ﾅｵｷ

1時間01分49秒50 今泉　博通723 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 白馬ﾎｰﾑｽﾞｲﾝ
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1時間01分51秒51 山本　源宏776 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ

1時間02分17秒52 宗像　伸彦788 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ

1時間02分25秒53 小峠　丈志713 ｺﾄｳｹﾞ ﾀｹｼ

1時間02分28秒54 新井　栄739 ｱﾗｲ ｻｶｴ

1時間02分29秒55 池田　昌幸746 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さいたま市消防

1時間02分48秒56 酒井　弘文726 ｻｶｲ ﾋﾛﾌﾐ

1時間02分49秒57 宇井　知樹702 ｳｲ ﾄﾓｷ

1時間03分16秒58 西川　英次771 ﾆｼｶﾜ ｴｲｼﾞ

1時間03分17秒59 坂本　久夫707 ｻｶﾓﾄ ﾋｻｵ 下野RC

1時間03分37秒60 西嶋　聰光768 ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ

1時間03分42秒61 森村　浩之708 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間03分47秒62 伝田　寛753 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 長野市役所RC

1時間03分50秒63 高橋　康治783 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間03分59秒64 谷口　由洋754 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

1時間04分17秒65 藤原　裕希785 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 松本市陸協

1時間04分19秒66 植平　晋774 ｳｴﾋﾗ ｽｽﾑ 大阪陸協

1時間04分46秒67 戸谷　豊継797 ﾄﾔ ﾄﾖﾂｸﾞ

1時間05分17秒68 角田　要735 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ CHIRO

1時間06分06秒69 藤井　康之799 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ

1時間06分12秒70 田中　学736 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

1時間08分11秒71 広瀬　健司719 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ いいづなJr ﾃﾆｽ

1時間08分39秒72 栗林　忠昭812 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｱｷ 富士電機

1時間08分56秒73 木村　公男760 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ 篠ﾉ井東中

1時間09分24秒74 富井　重政706 ﾄﾐｲ ｼｹﾞﾏｻ 村山建設RC

1時間09分31秒75 井上　寿夫741 ｲﾉｳｴ ﾋｻｵ

1時間09分41秒76 島野　栄一802 ｼﾏﾉ ｴｲｲﾁ ﾄﾖﾀR富山

1時間09分47秒77 生沼　深志709 ｵｲﾇﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間09分47秒78 白沢　政彦766 ｼﾗｻﾜ ﾏｻﾋｺ

1時間10分02秒79 高木　大地816 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ さいたま市消防

1時間10分06秒80 リグビー　ジョー806 ﾘｸﾞﾋﾞｰ ｼﾞｮｰ

1時間11分01秒81 伊庭　伸幸772 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間11分08秒82 岡本　融763 ｵｶﾓﾄ ﾄｵﾙ

1時間11分35秒83 長坂　尚795 ﾅｶﾞｻｶ ﾀｶｼ ｳｨﾝｸﾞﾗﾝ飛

1時間11分44秒84 中村　昌史743 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ

1時間11分56秒85 井口　裕治705 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ ｸﾗﾌﾞとびっくら

1時間12分19秒86 大地　学784 ｵｵﾁ ﾏﾅﾌﾞ

1時間12分40秒87 阿部　俊郎761 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ ｱﾙﾌﾟｽｼﾞﾑ

1時間12分48秒88 梅本　庄治762 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ

1時間13分32秒89 岩佐　和重710 ｲﾜｻ ｶｽﾞｼｹﾞ ﾄﾞﾊﾞｯﾂ

1時間14分05秒90 野口　悠司711 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 関口流抜刀術

1時間14分05秒91 小川　正男714 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ

1時間14分10秒92 鷹津　秋生765 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 北里ｱｽﾘｰﾄ

1時間14分18秒93 浜　昌彦745 ﾊﾏ ﾏｻﾋｺ

1時間15分01秒94 森山　文徳751 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ

1時間15分45秒95 加納　弘樹725 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ

1時間15分56秒96 永髙　道徳757 ｴｲﾀｶ ﾐﾁﾉﾘ 宴会隊

1時間16分25秒97 増田　良健818 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｹﾝ 信州大学

1時間16分30秒98 加門　宏荘750 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ 〒白馬郵便局

1時間16分37秒99 向田　真一755 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 飛騨山岳会

1時間17分26秒100 北山　昂使759 ｷﾀﾔﾏ ﾀｶｼ
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1時間19分08秒101 松本　顕将808 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾏｻ

1時間19分10秒102 竹元　憲一728 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間22分28秒103 茅野　雅人734 ｶﾔﾉ ﾏｻﾄ ｱﾍﾟｯｸｽ

1時間25分46秒104 秋山　平吉701 ｱｷﾔﾏ ﾍｲｷﾁ 秋山走ろう会2!
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