
- 第20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

 2017/7/23

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

41分58秒1 間野　健太郎12 ﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ ｔｅａｍ MANO

42分45秒2 林　勇輝19 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 大同特殊鋼

43分06秒3 江沢　拓真87 ｴｻﾜ ﾀｸﾏ 玉村町役場

43分21秒4 関　喜明23 ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊ランニングクラブ

43分59秒5 田畑　幸司53 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市役所です

44分05秒6 有賀　竜太61 ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 城南木工

45分10秒7 成瀬　開地15 ﾅﾙｾ ｶｲﾁ 岐阜日野自動車SC

45分58秒8 岡　利哉71 ｵｶ ﾄｼﾔ 中野市役所

46分18秒9 佐藤　友樹126 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ

46分55秒10 加藤　誠隆93 ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 白馬ＡＣ

47分22秒11 野澤　一史90 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 暁祝誕生五ヵ月

47分24秒12 本間　洋行50 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 霞城ＥＲＣ

47分31秒13 高橋　克則37 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 上州アスリート

48分02秒14 小川　勝也86 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ リスペクト

48分38秒15 佐野峯　慎73 ｻﾉﾐﾈ ｼﾝ エアラン東京

48分40秒16 笹島　和浩103 ｻｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ハチ支社駅伝部

49分24秒17 近藤　蒼悠120 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｵﾕ 信州大学

49分44秒18 野竹　文彦127 ﾉﾀｹ ﾌﾐﾋｺ イナリサーチ

50分28秒19 料治　正和124 ﾘｮｳｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ 長野高教組

50分28秒20 辻　祐介24 ﾂｼﾞ ﾕｳｽｹ

50分32秒21 倉石　茂9 ｸﾗｲｼ ｼｹﾞﾙ

50分40秒22 金森　康洋35 ｶﾅﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 岐阜県警

51分00秒23 横田　正治78 ﾖｺﾀ ﾏｻﾊﾙ

51分51秒24 木原　渉115 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 信州大学

52分00秒25 古越　真通彦134 ﾌﾙｺｼ ﾏﾂﾋｺ さいたま市消防

52分44秒26 日置　悠河107 ﾋｵｷ ﾕｳｶﾞ 信州大学

52分47秒27 萱津　寛章16 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ 小川スポーツふれあいクラブ

53分06秒28 大津　純一125 ｵｵﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＪＡ魚沼みなみ

53分09秒29 荒井　貴範85 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ 無所属

53分16秒30 今井　智英123 ｲﾏｲ ﾄﾓﾋﾃﾞ

53分33秒31 佐藤　強18 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 大同特殊鋼

54分08秒32 嘉部　勝喜66 ｶﾍﾞ ｶﾂｷ 大星ビル管理

54分12秒33 南波　義治119 ﾅﾝﾊﾞ ﾖｼﾊﾙ

54分43秒34 藤村　和正21 ﾌｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 大同特殊鋼

54分54秒35 姫野　大地113 ﾋﾒﾉ ﾀﾞｲﾁ

55分00秒36 阿部　駿佑104 ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 信大修士

55分03秒37 小林　章夫88 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ ハチ支社駅伝部

56分03秒38 吉澤　万水99 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾐ

56分08秒39 内須川　忠司94 ｳﾁｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 佐久市陸協

56分10秒40 鈴木　修62 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 木下ＲＣ

56分11秒41 飯塚　峻吾70 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｺﾞ

56分13秒42 野沢　英信58 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 筑波大歌留多部

56分20秒43 和田　裕誠133 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 信州大

56分38秒44 松本　秀明17 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 小川スポーツふれあいクラブ

56分57秒45 仲宗根　一47 ﾅｶｿﾈ ﾊｼﾞﾒ

56分58秒46 雨宮　寛14 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ

57分11秒47 石代　剛之20 ｺｸﾀﾞｲ ﾀｹﾕｷ 大同特殊鋼

57分11秒48 小林　将生108 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ 木下ＲＣ

57分31秒49 池田　昌幸52 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ さいたま市消防

57分40秒50 井口　悟志13 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ チームアップルロード
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57分46秒51 河下　直紀34 ｶﾜｼﾀ ﾅｵｷ

57分57秒52 増田　良健129 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｹﾝ 信州大学

58分15秒53 関澤　仁76 ｾｷｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 糸魚川やんども

58分20秒54 松澤　貴雄89 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｵ

58分34秒55 宮島　潤一69 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

59分18秒56 小山　知也131 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ

59分53秒57 鈴木　利幸135 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ

1時間01分01秒58 向山　洋一郎49 ﾑｶｲﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 高嶺走友会

1時間01分03秒59 山口　昌彦39 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 上伊那普及Ｃ

1時間01分17秒60 松原　大地65 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲﾁ ほたるいかＡＣ

1時間01分19秒61 久保田　安行42 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ チームにこり

1時間01分20秒62 河奥　文明27 ｶﾜｵｸ ﾌﾐｱｷ

1時間01分25秒63 水崎　澄夫105 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ

1時間01分31秒64 黒岩　龍也32 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ

1時間01分44秒65 棚瀬　直紀44 ﾀﾅｾ ﾅｵｷ チーム田尻

1時間02分00秒66 黒木　勤79 ｸﾛｷ ﾂﾄﾑ

1時間02分10秒67 塚田　政弘81 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＪＳＴ

1時間02分14秒68 石井　幸雄130 ｲｼｲ ﾕｷｵ

1時間02分17秒69 樋口　孝26 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ ミサトピア小倉

1時間03分22秒70 丸山　敦43 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ

1時間03分26秒71 岩波　義幸60 ｲﾜﾅﾐ ﾖｼﾕｷ 岡谷酸素走友会

1時間03分48秒72 齊藤　淳一132 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ハンズ

1時間03分48秒73 斉藤　達斗98 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾄ しのりく！

1時間03分50秒74 本田　英樹95 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間04分24秒75 中村　孝史118 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間04分31秒76 大野　俊宏102 ｵｵﾉ ﾄｼﾋﾛ

1時間04分40秒77 水橋　勝美45 ﾐｽﾞﾊｼ ｶﾂﾐ クラブＭＳＲ

1時間04分47秒78 高橋　康治100 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間04分58秒79 田畑　加久司54 ﾀﾊﾞﾀ ｶｸｼﾞ 諏訪湖畔病院

1時間05分06秒80 瀧澤　貴央121 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ

1時間05分08秒81 上條　修25 ｶﾐｼﾞｮｳ ｵｻﾑ すすき川走る会

1時間05分22秒82 酒井　弘文29 ｻｶｲ ﾋﾛﾌﾐ アップルロード

1時間05分51秒83 斉藤　秀明48 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間06分02秒84 広瀬　健司10 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ

1時間06分12秒85 藤井　康之112 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾕｷ

1時間06分49秒86 赤田　弥寿文122 ｱｶﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 鉄の料理人

1時間07分22秒87 田中　隆広75 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間07分44秒88 今井　孝二106 ｲﾏｲ ｺｳｼﾞ

1時間07分51秒89 小林　崇117 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

1時間08分07秒90 村松　章92 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾗ

1時間08分23秒91 田村　宏幸96 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間08分34秒92 島野　栄一114 ｼﾏﾉ ｴｲｲﾁ トヨタＲ富山

1時間09分09秒93 石澤　優91 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ キッセイ薬品

1時間09分22秒94 井口　裕治3 ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ クラブとびっくら

1時間09分37秒95 山本　源宏4 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ

1時間09分54秒96 大丸　久仁110 ﾀﾞｲﾏﾙ ﾋｻﾋﾄ 富山国際大学

1時間10分27秒97 大地　学6 ｵｵﾁ ﾏﾅﾌﾞ

1時間10分51秒98 森山　文徳56 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ

1時間11分12秒99 井上　寿夫41 ｲﾉｳｴ ﾋｻｵ

1時間11分32秒100 梅本　庄治68 ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ
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1時間11分36秒101 黒岩　直視40 ｸﾛｲﾜ ﾅｵﾐ 田中貴金属

1時間13分01秒102 茅野　智裕116 ﾁﾉ ﾄﾓﾋﾛ クラリアント

1時間13分42秒103 浜　昌彦51 ﾊﾏ ﾏｻﾋｺ

1時間14分33秒104 山口　勇三30 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ アクトス上越

1時間15分09秒105 白沢　政彦74 ｼﾗｻﾜ ﾏｻﾋｺ

1時間15分23秒106 向田　真一57 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 飛騨山岳会

1時間15分46秒107 阿部　俊郎67 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ アルプスジム

1時間18分26秒108 上條　英男59 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ

1時間18分27秒109 美齊津　智80 ﾐｻｲﾂﾞ ｻﾄｼ

1時間19分08秒110 木村　公男63 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ チーム絶好調

1時間19分38秒111 秋山　平吉5 ｱｷﾔﾏ ﾍｲｷﾁ 秋の山走ろう会

1時間21分12秒112 秋山　宗夫2 ｱｷﾔﾏ ﾑﾈｵ

1時間22分57秒113 竹内　秀男84 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 明日の風

1時間24分46秒114 蔵地　聡111 ｸﾗﾁ ｻﾄｼ
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