
- 第20回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1.5km　小学生　5・6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： 10:40:00

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

5分09秒1 大久保　綾3134 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ アラマキッズ

5分13秒2 永原　颯磨3007 ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 川中島JRC

5分15秒3 遠藤　大成3122 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 野田ジュニア

5分18秒4 吉村　虎乃輔3062 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾗﾉｽｹ おおたスポーツアカデミー

5分20秒5 前田　隼汰3044 ﾏｴﾀﾞ ﾊﾔﾀ A．C．TOYAMA　Jｒ．

5分22秒6 志田　岬大3041 ｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ A．C．TOYAMA　Jｒ．

5分23秒7 山口　竣平3055 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 津幡ジュニアアスリートクラブ

5分24秒8 岡田　滉樹3125 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 飯山小

5分25秒9 水井　航海3040 ﾐｽﾞｲ ﾜﾀﾙ A．C．TOYAMA　Jｒ．

5分28秒10 萩原　康介3130 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ アラマキッズ

5分32秒11 江原　主真3061 ｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ おおたスポーツアカデミー

5分33秒12 高橋　拓士3001 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾄ アラマキッズ

5分34秒13 上畑　陸3002 ｳｴﾊﾀ ﾘｸ UAC

5分35秒14 吉岡　斗真3008 ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 川中島JRC

5分36秒15 髙村　奎介3046 ﾀｶﾑﾗ ｹｲｽｹ A．C．TOYAMA　Jｒ．

5分38秒16 池田　力哉3012 ｲｹﾀﾞ ﾘｷﾔ アラマキッズ

5分39秒17 金子　京平3142 ｶﾈｺ ｷｮｳﾍｲ 野田ジュニア

5分40秒18 川辺　仁太3078 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞﾝﾀ 山ノ内町立東小学校

5分40秒19 田島　朔3068 ﾀｼﾞﾏ ｻｸ おおたスポーツアカデミー

5分41秒20 杉友　朝慧3136 ｽｷﾞﾄﾓ ｱｻﾄ 野田ジュニア

5分41秒21 山田　梨人3077 ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 木島平小学校スキー部

5分41秒22 関根　慶3139 ｾｷﾈ ｹｲ 野田ジュニア

5分43秒23 西郷　武史3128 ｻｲｺﾞｳ ﾀｹﾌﾐ スポウェルＡＣ

5分43秒24 新井　天凱3018 ｱﾗｲ ﾃﾝｶﾞ アラマキッズ

5分43秒25 浅井　敦3042 ｱｻｲ ｱﾂｼ A．C．TOYAMA　Jｒ．

5分44秒26 氷見　陸太朗3043 ﾋﾐ ﾘｸﾀﾛｳ A．C．TOYAMA　Jｒ．

5分44秒27 斎藤　幹矢3144 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾔ 野田ジュニア

5分47秒28 前田　志颯3138 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北小クロス

5分47秒29 茂木　公志3135 ﾓｷﾞ ｻﾄｼ アラマキッズ

5分47秒30 飯田　匠哉3059 ｲｲﾀﾞ ｼｮｳﾔ おおたスポーツアカデミー

5分48秒31 春日　喜行3027 ｶｽｶﾞ ﾖｼﾕｷ 吉田特設スキー部

5分50秒32 森　稟桜3076 ﾓﾘ ﾘｵ 木島平小学校スキー部

5分50秒33 高橋　海心3129 ﾀｶﾊｼ ｶﾝ アラマキッズ

5分50秒34 丸山　直生3113 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 山形小

5分51秒35 岡田　龍介3143 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 中郷小学校

5分53秒36 阿部　雷童3067 ｱﾍﾞ ﾗｲﾄﾞ おおたスポーツアカデミー

5分55秒37 今泉　雄樹3119 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｷ

5分55秒38 谷川　航太3114 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ アラマキッズ

5分56秒39 高野　颯3124 ｺｳﾉ ﾊﾔﾃ アラマキッズ

5分56秒40 山口　智也3056 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 津幡ジュニアアスリートクラブ

5分57秒41 岩下　楓弥3060 ｲﾜｼﾀ ﾌｳﾔ おおたスポーツアカデミー

5分58秒42 小橋　駿3101 ｺﾊﾞｼ ｼｭﾝ モアＳＰＣ加賀

5分58秒43 河奥　陸3054 ｶﾜｵｸ ﾘｸ 津幡ジュニアアスリートクラブ

6分01秒44 平川　槻斗3097 ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷小学校

6分01秒45 森本　真琴3052 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分02秒46 飯島　千太郎3006 ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ 川中島JRC

6分02秒47 湯上　隼斗3034 ﾕﾉｴ ﾊﾔﾄ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

6分03秒48 有坂　颯人3058 ｱﾘｻｶ ﾊﾔﾄ おおたスポーツアカデミー

6分04秒49 佐藤　五輪3022 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 鐙島JSC

6分05秒50 徳竹　佑哉3132 ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾔ 山ノ内西小学校
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6分05秒51 鈴木　聖永3075 ｽｽﾞｷ ｾﾅ 木島平小学校スキー部

6分05秒52 滝澤　漣3082 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 山ノ内町立南小学校

6分07秒53 山田　涼太郎3148 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 安曇野かけっこ

6分07秒54 柳原　響亮3035 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

6分08秒55 青木　陽哉3149 ｱｵｷ ﾀｶﾔ 塩尻東小

6分08秒56 池田　惺哉3121 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 信濃小中学校

6分08秒57 立岡　明日登3014 ﾀﾂｵｶ ｱｽﾄ アラマキッズ

6分10秒58 鷲野　流冴3126 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 城山ランナーズ

6分10秒59 黒崎　優明3141 ｸﾛｻｷ ﾕｳﾒｲ 野田ジュニア

6分11秒60 林　賢史郎3115 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ

6分11秒61 押木　遥音3026 ｵｼｷ ﾊﾙﾄ 吉田特設スキー部

6分11秒62 堀田　絢心3005 ﾎﾘﾀ ｹﾝｼﾝ アラマキッズ

6分11秒63 美濃　快空3049 ﾐﾉｳ ｺｱ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分12秒64 小相沢　瑛翔3025 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC

6分14秒65 内山　遥人3011 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ アラマキッズ

6分14秒66 井上　雅隆3050 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾀｶ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分15秒67 清水　獅恩3031 ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ アラマキッズ

6分17秒68 山口　拓輝3032 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｽｷ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

6分17秒69 日影　優庵3051 ﾋｶｹﾞ ﾕｱﾝ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分17秒70 倉部　陽輝3131 ｸﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ 野田ジュニア

6分18秒71 岩田　桜佑3037 ｲﾜﾀ ｵｳｽｹ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

6分19秒72 徳竹　皆人3021 ﾄｸﾀｹ ﾐﾅﾄ 西小クロススキー部

6分19秒73 倉谷　仁3047 ｸﾗﾀﾆ ｼﾞﾝ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分20秒74 松下　雄俄3147 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶﾞ アラマキッズ

6分22秒75 丸山　結人3029 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲﾄ 吉田特設スキー部

6分22秒76 津田　和樹3019 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岡谷市立神明小学校

6分23秒77 浦辺　晴喜3038 ｳﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

6分24秒78 佐藤　孜羽3117 ｻﾄｳ ｼｳ 保科小学校

6分25秒79 宮下　明也3004 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾅﾘ アラマキッズ

6分26秒80 松本　蒼都3092 ﾏﾂﾓﾄ ｱｵﾄ 小川小学校

6分26秒81 片山　芽3095 ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ 小谷小学校

6分26秒82 児玉　晃一朗3028 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 吉田特設スキー部

6分27秒83 小山田　篤司3127 ｵﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ アラマキッズ

6分27秒84 和田　翔太郎3074 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 木島平小学校スキー部

6分28秒85 中村　怜央3065 ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ おおたスポーツアカデミー

6分28秒86 君村　優太3146 ｷﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ 野田ジュニア

6分29秒87 栁　歩邑3024 ﾔﾅｷﾞ ﾎｽﾞﾐ 鐙島JSC

6分29秒88 市川　泰典3039 ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾃﾝ 大岡小学校

6分30秒89 石崎　凌哉3063 ｲｼｻﾞｷ ﾘｮｳﾔ おおたスポーツアカデミー

6分30秒90 神谷　伯3064 ｶﾐﾔ ﾊｸ おおたスポーツアカデミー

6分32秒91 山崎　真直3045 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｽｸﾞ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分33秒92 市川　響樹3137 ｲﾁｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 一色東部小学校

6分33秒93 伊戸川　隆治3057 ｲﾄｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 津幡ジュニアアスリートクラブ

6分34秒94 村山　颯介3030 ﾑﾗﾔﾏ ｻｽｹ 吉田特設スキー部

6分35秒95 藤田　啓輔3110 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ モアＳＰＣ加賀

6分35秒96 太田　誇太郎3053 ｵｵﾀ ｺﾀﾛｳ 白馬北小

6分36秒97 熊代　旭陽3048 ｸﾏｼﾛ ｱｻﾋ A．C．TOYAMA　Jｒ．

6分37秒98 摩庭　一翔3140 ﾏﾆﾜ ｲﾁｶ アラマキッズ

6分38秒99 國井　悠斗3066 ｸﾆｲ ﾕｳﾄ おおたスポーツアカデミー

6分39秒100 佐藤　瑠3072 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 木島平小学校スキー部
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6分43秒101 山下　泰弘3016 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋﾛ アラマキッズ

6分43秒102 小野沢　秀太3020 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 山ノ内西小学校

6分45秒103 奈良本　圭亮3103 ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ モアＳＰＣ加賀

6分50秒104 上沢　亜樹3123 ｶﾐｻﾜ ｱｷ 保科小学校

6分51秒105 日宇　貴雅3102 ﾋｳ ﾀｶﾏｻ モアＳＰＣ加賀

6分52秒106 清水　一真3009 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 川中島JRC

6分55秒107 佐藤　汰祐3133 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ 山ノ内西小

6分56秒108 松澤　岳拓3100 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬南小学校

6分56秒109 内田　颯太郎3013 ｳﾁﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 野田ジュニア

6分58秒110 目時　羽琉3098 ﾒﾄｷ ﾊﾙ 小谷小学校

6分59秒111 川上　瞬彗3145 ｶﾜｶﾐ ｷﾗ 東部小学校

6分59秒112 松澤　虎太郎3003 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 若穂ランニングジュニア

6分59秒113 新谷　世樹3107 ｼﾝﾀﾆ ｾﾅ モアＳＰＣ加賀

7分02秒114 中村　陽誠3036 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｾｲ ｔｅａｍ MANO Ｊｒ．

7分02秒115 幾田　朋郎3093 ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷小学校

7分03秒116 悴田　陸句3094 ｶｾﾀﾞ ﾛｯｸ 小谷小学校

7分04秒117 藤崎　誠士郎3096 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｼﾞﾛｳ 小谷小学校

7分06秒118 横沢　雄咲3081 ﾖｺｻﾜ ﾕｳｻｸ

7分09秒119 土屋　郁真3017 ﾂﾁﾔ ｲｸﾏ 山形小

7分11秒120 氷見山　煌士3109 ﾋﾐﾔﾏ ｷﾗﾄ モアＳＰＣ加賀

7分15秒121 嘉野　晃大3105 ｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ モアＳＰＣ加賀

7分15秒122 堀内　颯人3010 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾔﾄ 川中島JRC

7分19秒123 原山　慧伍3023 ﾊﾗﾔﾏ ｹｲｺﾞ 戸隠小学校

7分23秒124 矢口　晴陽3090 ﾔｸﾞﾁ ﾊﾙﾋ 小川小学校

7分23秒125 黒田　泰輝3118 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ 日出学園小学校

7分24秒126 黒岩　桔平3080 ｸﾛｲﾜ ｷｯﾍﾟｲ 山ノ内町立東小学校

7分24秒127 宮入　俊輔3079 ﾐﾔｲﾘ ｼｭﾝｽｹ 山ノ内町立東小学校

7分24秒128 小林　歩生3084 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山ノ内町立南小学校

7分24秒129 山本　悠介3089 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山ノ内町立南小学校

7分25秒130 山本　幸3088 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 山ノ内町立南小学校

7分44秒131 峰村　拓弥3091 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾔ 小川小学校

7分49秒132 宮島　光風3073 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｶｾﾞ 木島平小学校スキー部

7分57秒133 田中　幸芽3106 ﾀﾅｶ ｺｳｶﾞ モアＳＰＣ加賀

8分05秒134 花谷　朋弥3070 ﾊﾅﾀﾆ ﾄﾓﾔ 白馬南小学校

8分16秒135 中郷　来南3108 ﾁｭｳｺﾞｳ ﾗｲﾅ モアＳＰＣ加賀

8分28秒136 西出　桜成3104 ﾆｼﾃﾞ ｵｳｾｲ モアＳＰＣ加賀

8分29秒137 酒井　大器3112 ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 岡谷上の原

8分34秒138 美谷　淳平3111 ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ モアＳＰＣ加賀
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