
- 第20回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

8km　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

27分59秒1 広瀬　竜也318 ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯山高校陸上競技部

28分16秒2 髙藤　陽樹320 ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ 飯山高校陸上競技部

28分22秒3 新田　海斗374 ﾆｯﾀ ｶｲﾄ モアＳＰＣ加賀

28分24秒4 原口　雅也369 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 大同特殊鋼

28分29秒5 湯本　幸耶357 ﾕﾓﾄ ｺｳﾔ 中野立志館高校

28分30秒6 池野　一成422 ｲｹﾉ ｶｽﾞﾅﾘ

28分32秒7 宮沢　大志438 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ＪＲ東日本ＳＰ

28分34秒8 藤ノ木　光437 ﾌｼﾞﾉｷ ﾋｶﾘ 東京美装興業

28分35秒9 宮川　健太319 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 飯山高校陸上競技部

28分42秒10 レンティング　陽440 ﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ ｱｷﾗ チームアキラ

29分04秒11 小林　皓生342 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 飯山高等学校スキー部

29分08秒12 幾田　林太郎364 ｲｸﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 白馬高校

29分32秒13 栗林　和希351 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 中野立志館高校

29分35秒14 郷津　知哉365 ｺﾞｳﾂ ﾄﾓﾔ 白馬高校

29分37秒15 星野　誉貴428 ﾎｼﾉ ﾖｼｷ チームＧ

29分58秒16 外谷　涼太330 ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 飯山高等学校スキー部

30分08秒17 榊原　嵩史321 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ ｔｅａｍ MANO

30分10秒18 萩原　徹412 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ

30分12秒19 髙橋　汰門336 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾝ 飯山高等学校スキー部

30分17秒20 村澤　俊樹405 ﾑﾗｻﾜ ﾄｼｷ 小谷村

30分26秒21 畔上　晃352 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾋｶﾙ 中野立志館高校

30分29秒22 青木　力杜355 ｱｵｷ ﾘｷﾄ 中野立志館高校

30分39秒23 森　龍希345 ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 飯山高等学校スキー部

30分48秒24 宮前　稜平322 ﾐﾔﾏｴ ﾘｮｳﾍｲ ｔｅａｍ MANO

30分53秒25 藤木　悠平429 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ チームＮＤＦ

30分57秒26 湯本　樹358 ﾕﾓﾄ ﾀﾂｷ 中野立志館高校

31分00秒27 山本　啓将354 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 中野立志館高校

31分00秒28 田中　耕造419 ﾀﾅｶ ｺｳｿﾞｳ チームＮＤＦ

31分07秒29 松村　恵吾331 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｺﾞ 飯山高等学校スキー部

31分21秒30 小俣　尚悟333 ｵﾏﾀ ｼｮｳｺﾞ 飯山高等学校スキー部

31分23秒31 佐々木　優真370 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 大同特殊鋼

31分36秒32 畔上　悠太356 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 中野立志館高校

31分37秒33 橋本　礼徳344 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 飯山高等学校スキー部

31分41秒34 長澤　匠吾362 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 白馬高校

31分45秒35 山本　景360 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 中野立志館高校

31分49秒36 千野　竜河337 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 飯山高等学校スキー部

32分13秒37 吉越　太良346 ﾖｼｺﾞｴ ﾀｲﾗ 飯山高等学校スキー部

32分16秒38 竹村　泰河363 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 白馬高校

32分17秒39 嶋田　悠二366 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野工専

32分27秒40 成澤　啓太359 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ 中野立志館高校

32分29秒41 宮木　海417 ﾐﾔｷ ｶｲ 雄山高校スキー

32分40秒42 鏑木　光420 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾘ

32分45秒43 桑原　潤也432 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 利根実業高校

32分48秒44 清水　直也343 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾔ 飯山高等学校スキー部

32分54秒45 髙橋　海人335 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 飯山高等学校スキー部

33分03秒46 大窪　教征436 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘﾕｷ フレスコ

33分08秒47 小坂　飛翔340 ｺｻｶ ﾋｭｳﾄ 飯山高等学校スキー部

33分10秒48 中澤　和也338 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 飯山高等学校スキー部

33分16秒49 大日方　一貴339 ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｽﾞｷ 飯山高等学校スキー部

33分20秒50 佐藤　聡太334 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 飯山高等学校スキー部
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33分28秒51 高相　幸世353 ﾀｶｿｳ ｺｳｾｲ 中野立志館高校

34分16秒52 徳竹　幸也361 ﾄｸﾀｹ ｺｳﾔ 中野立志館高校

34分22秒53 森田　嘉之367 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾕｷ 大同特殊鋼

34分32秒54 横尾　敏彦387 ﾖｺｵ ﾄｼﾋｺ

34分53秒55 江村　拓哉332 ｴﾑﾗ ﾀｸﾔ 飯山高等学校スキー部

35分05秒56 山本　勇悟350 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 中野立志館高校

35分08秒57 加藤　卓美326 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ

35分19秒58 佐々木　達也427 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ

35分20秒59 星　佳宏425 ﾎｼ ﾖｼﾋﾛ

35分27秒60 菱田　勝426 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ

35分50秒61 松本　啓斗411 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾄ 嬬恋高校

35分52秒62 阿久津　友作380 ｱｸﾂ ﾕｳｻｸ

35分56秒63 大塚　敦司371 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ 白馬北小クロス

36分02秒64 吉川　知明395 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ グリーングラス

36分03秒65 林　徳享401 ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ

36分03秒66 小島　宙輝341 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 飯山高等学校スキー部

36分16秒67 高橋　渉424 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ

36分20秒68 宮澤　洋一349 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ UL会

36分22秒69 今野　剛志368 ｺﾝﾉ ｺﾞｳｼ 大同特殊鋼

36分27秒70 宵野間　隆396 ﾖｲﾉﾏ ﾀｶｼ 大沢電機

36分52秒71 松本　祥汰410 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 嬬恋高校

37分05秒72 高橋　靖弘414 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ

38分05秒73 三村　茂325 ﾐﾑﾗ ｼｹﾞﾙ TPR

38分40秒74 熊代　陽一郎433 ｸﾏｼﾛ ﾖｳｲﾁﾛｳ

38分44秒75 美土路　活男373 ﾐﾄﾞﾛ ｶﾂｵ 川崎市陸協

38分46秒76 丹羽　和也404 ﾆﾜ ｶｽﾞﾔ アイザック

38分50秒77 原　知義415 ﾊﾗ ﾄﾓﾖｼ サニーサイド

38分56秒78 神谷　康夫393 ｶﾐﾔ ﾔｽｵ さいたま市消防

38分58秒79 幅　浩二327 ﾊﾊﾞ ｺｳｼﾞ

39分23秒80 佐々木　聖一386 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ マラソンのつぼ

39分36秒81 宮澤　賢史406 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ 無所属

39分37秒82 小河原　一浩375 ｵｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ロッカーズ

40分14秒83 岡　真一郎409 ｵｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

40分17秒84 北沢　学434 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ ＮＪＳ

40分20秒85 久保　哲408 ｸﾎﾞ ﾃﾂ 新生もぐちゃん

40分21秒86 猪股　修421 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ 小谷ジュニア

40分46秒87 朝日　雄太郎418 ｱｻﾋ ﾕｳﾀﾛｳ 長野日本無線

40分59秒88 臼田　守413 ｳｽﾀﾞ ﾏﾓﾙ チーム臼

41分37秒89 水野　哲男390 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 長谷小学校

41分53秒90 寺島　政一403 ﾃﾗｼﾏ ｾｲｲﾁ Ｔ’ｓチーム

42分12秒91 市川　満397 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ ■■ＶＣＲＣ■

42分24秒92 丸山　剛生383 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｵ

42分25秒93 斉藤　篤316 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

42分25秒94 谷口　由洋392 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

42分28秒95 良波　祥吾430 ﾖｼﾅﾐ ｼｮｳｺﾞ

42分56秒96 加嶋　伸彦384 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ ＬＲＣ

43分06秒97 黒河内　武416 ｸﾛｺｳﾁ ﾀｹｼ くまランド

43分13秒98 川上　顕生388 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ ＺＥＲＯ

43分20秒99 宇井　知樹303 ｳｲ ﾄﾓｷ

43分49秒100 篠﨑　元嗣398 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 裾花小学校
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43分54秒101 田中　学382 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

43分57秒102 横田　博和394 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ

44分19秒103 角田　要381 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ ＣＨＩＲＯ

44分31秒104 後藤　次雄302 ｺﾞﾄｳ ﾂｷﾞｵ ４６２C

44分46秒105 小林　悟391 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ

45分12秒106 松本　顕将348 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾏｻ 桜トレラン部

45分36秒107 唐澤　洋435 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｼ

45分36秒108 岡田　洋志407 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ

45分51秒109 佐藤　輝雄389 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ ちひろＲＣ

45分52秒110 杉山　祐二312 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

46分15秒111 小松　健一402 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ

46分46秒112 住友　善一347 ｽﾐﾄﾓ ﾖｼｶｽﾞ

46分49秒113 岩佐　和重314 ｲﾜｻ ｶｽﾞｼｹﾞ ドバッツ

49分29秒114 村田　保308 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ

50分02秒115 飯塚　和幸399 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾕｷ

50分29秒116 高木　一彦378 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ

51分00秒117 小林　高志304 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ

51分46秒118 御池　寅男310 ｵｲｹ ﾄﾗｵ

52分17秒119 川嶋　三夫317 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂｵ 東芝府中スキー部

52分58秒120 戸川　慎一郎328

54分58秒121 近藤　鎮哉301 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ

55分07秒122 鳥山　正人385 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

55分14秒123 竹田　孝義431 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾖｼ カテキンズ

55分19秒124 山田　幸弘307 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

1時間10分19秒125 織田　蔵313 ｵﾀﾞ ｵｻﾑ
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