
- 第20回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/7/23

スタート： 10:20:00

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

3分35秒1 土赤　仁義2018 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC

3分39秒2 高森　はる2030 ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

3分39秒3 西山　暖人2043 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ おおたスポーツアカデミー

3分46秒4 岡部　壮峻2041 ｵｶﾍﾞ ｿｳｼｭﾝ 津幡ジュニアアスリートクラブ

3分46秒5 花澤　楓也2013 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾌｳﾔ 白馬北小学校

3分50秒6 黒沢　燦2020 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC

3分50秒7 松田　一飛2042 ﾏﾂﾀﾞ ｲｯﾄ 津幡ジュニアアスリートクラブ

3分51秒8 児玉　大河2022 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC

3分51秒9 鈴木　士愛2048 ｽｽﾞｷ ﾄｱ 木島平小学校スキー部

3分52秒10 横川　眞伯2071 ﾖｺｶﾜ ﾏｱｸ 白馬アスレチッククラブ

3分52秒11 丸山　大翔2005 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 川中島JRC

3分52秒12 笠嶋　佑樹2003 ｶｻｼﾞﾏ ﾕｳｷ 川中島JRC

3分56秒13 山下　智大2010 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ アラマキッズ

3分58秒14 西尾　誓2103 ﾆｼｵ ｾｲ 安曇野かけっこ

3分58秒15 倉部　翔輝2086 ｸﾗﾍﾞ ｼｮｳｷ 野田ジュニア

3分58秒16 小林　嶺2026 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 白馬北小

3分59秒17 高橋　優太朗2083 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 飯山小学校

3分59秒18 野島　将夫2099 ﾉｼﾞﾏ ﾏｻｵ 安曇野かけっこ

4分01秒19 小倉　奏獅2080 ｵｸﾞﾗ ｿｳｼ 糸魚川東小学校

4分01秒20 矢澤　颯介2092 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ヶ根中沢ＲＣ

4分02秒21 塚原　惟歩2081 ﾂｶﾊﾗ ｲﾌﾞｷ ファイト川越

4分03秒22 三橋　大翔2052 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾄ 木島平小学校スキー部

4分03秒23 大山　陽生2059 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 山ノ内町立南小学校

4分03秒24 吉村　龍我2045 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ おおたスポーツアカデミー

4分04秒25 池田　渓祐2105 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 裾花小学校

4分04秒26 岡田　幸輝2101 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 中郷小学校

4分05秒27 岡田　龍樹2084 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 飯山小

4分05秒28 田中　稜真2075 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ モアＳＰＣ加賀

4分06秒29 糸氏　琉人2047 ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ 白馬ジャンプ部

4分07秒30 武本　直樹2082 ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｷ 菅野小学校

4分07秒31 田口　由也2046 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾔ おおたスポーツアカデミー

4分07秒32 関根　進太郎2091 ｾｷﾈ ｼﾝﾀﾛｳ 野田ジュニア

4分08秒33 足立　喜一郎2012 ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ 安曇野かけっこクラブ

4分08秒34 森下　啓玖2007 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾗｸ アラマキッズ

4分08秒35 林　空良2073 ﾊﾔｼ ｿﾗ 白馬アスレチッククラブ

4分09秒36 関　太陽2006 ｾｷ ﾀｲﾖｳ アラマキッズ

4分10秒37 中村　駿利2038 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ A．C．TOYAMA　Jｒ．

4分10秒38 小海　楽空2025 ｺｶｲ ｶﾞｸ 吉田特設スキー部

4分11秒39 佐々木　葵唯2039 ｻｻｷ ｱｵｲ A．C．TOYAMA　Jｒ．

4分11秒40 深作　太一2078 ﾌｶｻｸ ﾀｲﾁ 野田ジュニア

4分12秒41 樋屋　大和2106 ﾋｵｸ ﾔﾏﾄ 中沢ＲＣ

4分13秒42 上田　梛月2098 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂｷ

4分13秒43 鈴木　虹翔2044 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾄ おおたスポーツアカデミー

4分14秒44 柏原　康成2068 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小学校

4分14秒45 青木　大治2009 ｱｵｷ ﾀｲﾁ アラマキッズ

4分14秒46 福田　瑛大2069 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾀ 白馬北小学校

4分15秒47 大岩　幸太郎2094 ｵｵｲﾜ ｺｳﾀﾛｳ アラマキッズ

4分15秒48 宮下　晴也2002 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾅﾘ アラマキッズ

4分15秒49 林　暖翔2067 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬南小学校

4分16秒50 上條　大成2015 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ 川岸小学校

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第20回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/7/23

スタート： 10:20:00

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

4分16秒51 岡本　駿貴2031 ｵｶﾓﾄ ｼｭﾝｷ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

4分16秒52 前田　怜和2097 ﾏｴﾀﾞ ﾚｵ 白馬北小クロス

4分16秒53 松澤　和壱2061 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷小学校

4分16秒54 金井　珀人2095 ｶﾅｲ ﾊｸﾄ 山ノ内西小

4分18秒55 相崎　基2024 ｱｲｻﾞｷ ﾓﾄｲ 吉田特設スキー部

4分18秒56 宮嶋　丈瑠2066 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 小谷小学校

4分19秒57 神保　帆希2014 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾎﾏﾚ 安曇野かけっこクラブ

4分19秒58 平野　天聖2087 ﾋﾗﾉ ﾃﾝｾｲ 常盤小

4分20秒59 松澤　巧馬2029 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 白馬北小

4分21秒60 日宇　晴雅2076 ﾋｳ ﾊﾙﾏｻ モアＳＰＣ加賀

4分22秒61 和田　陽輔2079 ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ

4分22秒62 黒岩　佳佑2056 ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ 山ノ内町立東小学校

4分22秒63 舎川　立空2070 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘｸ 白馬北小

4分23秒64 廣世　凌真2040 ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾏ A．C．TOYAMA　Jｒ．

4分24秒65 黒木　勇翔2019 ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 腰越JSC

4分24秒66 八井澤　陽斗2089 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 木島小学校

4分25秒67 岸本　太陽2063 ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 小谷小学校

4分25秒68 コワル　大良2072 ｺﾜﾙ ﾀｲﾗ 白馬アスレチッククラブ

4分25秒69 林　白雲2074 ﾊﾔｼ ﾊｸ 白馬アスレチッククラブ

4分27秒70 川辺　暖太2055 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ 山ノ内町立東小学校

4分27秒71 牧田　大輝2102 ﾏｷﾀ ﾀﾞｲｷ 安曇野かけっこ

4分27秒72 奥　直也2008 ｵｸ ﾅｵﾔ 原PCジュニア

4分29秒73 宮内　海2035 ﾐﾔｳﾁ ｶｲ 鐙島JSC

4分29秒74 金井　崚惺2023 ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 腰越JSC

4分31秒75 森　星七2028 ﾓﾘ ｾﾅ

4分32秒76 児玉　大和2021 ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC

4分33秒77 関　太陽2077 ｾｷ ﾀｲﾖｳ モアＳＰＣ加賀

4分34秒78 佐々木　健都2034 ｻｻｷ ｹﾝﾄ 桃李小学校

4分36秒79 大根　一眞2032 ｵｵﾈ ｶｽﾞﾏ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

4分37秒80 福島　頼生2016 ﾌｸｼﾏ ﾗｲｷ 白馬北小

4分37秒81 岩下　聖実2054 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 山ノ内町立東小学校

4分37秒82 竹内　希2051 ﾀｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 木島平小学校スキー部

4分37秒83 天田　優衣翔2011 ｱﾏﾀﾞ ﾕｲﾄ アラマキッズ

4分39秒84 滝澤　祐真2085 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 常盤小学校

4分39秒85 小田切　丈2050 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼﾞｮｳ 木島平小学校スキー部

4分39秒86 水井　晃海2036 ﾐｽﾞｲ ﾋｶﾙ A．C．TOYAMA　Jｒ．

4分41秒87 山本　隆太2049 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 木島平小学校スキー部

4分45秒88 古川　遥翔2100 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ アラマキッズ

4分45秒89 松澤　慶門2062 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾄ 小谷小学校

4分46秒90 鈴木　健斗2027 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 安曇野かけっこクラブ

4分49秒91 山口　渡史樹2057 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 山ノ内町立東小学校

4分50秒92 山田　悠太郎2104 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

4分51秒93 矢口　遼2060 ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳ 小川小学校

5分05秒94 太田　惟月2088 ｵｵﾀ ｲﾂｷ 木島小学校

5分08秒95 小林　悠翔2090 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 木島小学校

5分11秒96 藤崎　陽士2064 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｳｼﾞ 小谷小学校

5分24秒97 細澤　蒼太2065 ﾎｿｻﾞﾜ ｿｳﾀ 小谷小学校

5分38秒98 伊藤　玲央那2033 ｲﾄｳ ﾚｵﾅ 白馬北小

7分16秒99 小林　珠來2053 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾗ 山ノ内町立東小学校
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