
- 第20回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

4km　中学生　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： 11:00:00

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

13分45秒1 武本　祐樹4094 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野中学校

13分49秒2 笠原　将4055 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳ 山ノ内中学校

14分05秒3 芦部　冬馬4098 ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中学校

14分18秒4 土赤　本気4011 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越JSC

14分22秒5 小林　琉斗4059 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 山ノ内中学校

14分30秒6 栗林　侑希4016 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 木島平中学校

14分32秒7 内田　飛河4010 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越JSC

14分34秒8 中川　雄太4038 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 小谷中学校スキー部

14分37秒9 大塚　悠剛4101 ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 安曇野かけっこ

14分39秒10 德武　優太4066 ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾀ 長野市立戸隠中学校

14分44秒11 小澤　拓真4092 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 菅野中学校

14分45秒12 髙橋　明流4019 ﾀｶﾊｼ ｱﾘｭｳ 木島平中学校

14分51秒13 沓掛　隼士4023 ｸﾂｶｹ ﾊﾔﾄ 信濃小中学校クロスカントリ・

14分52秒14 沼田　唯聖4077 ﾇﾏﾀ ﾕｲﾄ 飯山城北中

14分55秒15 祢津　利空4020 ﾈﾂ ﾘｸｳ 木島平中学校

15分04秒16 野﨑　太一4074 ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ 野沢温泉中　クロス部

15分07秒17 堀米　結丸4062 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 山ノ内中学校

15分09秒18 藤沢　樹4054 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 山ノ内中学校

15分11秒19 西村　龍起4058 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｷ 山ノ内中学校

15分13秒20 原　周平4087 ﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ モアＳＰＣ加賀

15分14秒21 竹花　翔太4015 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 腰越JSC

15分15秒22 小林　賢二郎4095 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯山城南中

15分15秒23 大塚　壮剛4100 ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ 安曇野かけっこ

15分16秒24 成澤　爽4013 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC

15分24秒25 山本　晃輝4053 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 山ノ内中学校

15分27秒26 大神　健太4014 ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 腰越JSC

15分29秒27 武田　寧登4086 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中陸上部

15分37秒28 伊藤　大智4032 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 白馬中学校クロス部

15分37秒29 松澤　柊斗4084 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 飯山城北中

15分37秒30 山本　蒼天4028 ＡＣ豊丘

15分41秒31 竹内　暖4012 ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 腰越JSC

15分44秒32 小笠原　舜4078 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭﾝ 飯山城北中

15分44秒33 佐藤　めだる4003 ｻﾄｳ ﾒﾀﾞﾙ 鐙島JSC

15分46秒34 本山　大雅4017 ﾓﾄﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 木島平中学校

15分47秒35 吉越　敬介4080 ﾖｼｺﾞｴ ｹｲｽｹ 飯山城北中

15分47秒36 小野沢　泰雅4056 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 山ノ内中学校

15分48秒37 太田　敦也4036 ｵｵﾀ ｱﾂﾔ 小谷中学校スキー部

15分49秒38 西澤　来波4034 ﾆｼｻﾞﾜ ﾗﾅｲ 白馬中学校クロス部

15分58秒39 宮澤　虎ノ介4065 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 長野市立戸隠中学校

16分00秒40 江津　颯人4033 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 白馬中学校クロス部

16分04秒41 吉池　泰一4060 ﾖｼｲｹ ﾀｲﾁ 山ノ内中学校

16分05秒42 髙島　颯大4079 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 飯山城北中

16分10秒43 丹羽　拓夢4090 ﾆﾜ ﾀｸﾑ モアＳＰＣ加賀

16分14秒44 池田　和勢4073 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 野沢温泉中　クロス部

16分19秒45 岩井　佑人4024 ｲﾜｲ ﾕｳﾄ 信濃小中学校クロスカントリ・

16分20秒46 林　幸史郎4093 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ

16分20秒47 濱谷　天冴4050 ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 小谷中学校スキー部

16分23秒48 小松　拓叶4001 ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 諏訪中学校

16分26秒49 深澤　嵩晴4048 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ 小谷中学校スキー部

16分28秒50 山下　響生4026 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾋﾞｷ 上田市立菅平中学校
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16分31秒51 鷲野　彪雅4097 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 城南中学校

16分34秒52 山谷　樹輝4089 ﾔﾏﾔ ｲﾂｷ モアＳＰＣ加賀

16分36秒53 戸谷　椋4067 ﾄﾔ ﾘｮｳ 長野市立戸隠中学校

16分37秒54 相澤　翔太4041 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中学校スキー部

16分37秒55 小林　拓海4099 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 城南中学校

16分41秒56 松澤　礼音4042 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｵﾝ 小谷中学校スキー部

16分45秒57 藤原　純之介4021 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 豊南中学校

16分50秒58 鎌田　紘夢4025 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ 信濃小中学校クロスカントリ・

16分52秒59 宇都宮　拓磨4106 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｸﾏ

16分52秒60 目時　冬羽4037 ﾒﾄｷ ﾄﾜ 小谷中学校スキー部

16分53秒61 大平　裕貴4081 ｵｵﾋﾗ ﾕｳｷ 飯山城北中

16分54秒62 山﨑　清4008 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝ 飯山城南中学校

16分55秒63 鈴木　暁4002 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 穂高東中学校

16分55秒64 町田　朝陽4063 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山ノ内中学校

16分58秒65 沼田　渉聖4083 ﾇﾏﾀ ｱﾕﾄ 飯山城北中

17分04秒66 保坂　柊太4006 ﾎｻｶ ｼｭｳﾀ 飯山城南中学校

17分05秒67 小林　漣4082 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 飯山城北中

17分05秒68 中川　敬太4049 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷中学校スキー部

17分12秒69 坂巻　譲太4029 ＡＣ豊丘

17分14秒70 猪股　陸4039 ｲﾉﾏﾀ ﾘｸ 小谷中学校スキー部

17分18秒71 田中　心乃祐4031 ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 白馬中学校クロス部

17分21秒72 宮嶋　健4102 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 白馬中学校

17分21秒73 松本　愛斗4085 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾄ 小川中学校

17分21秒74 黒岩　誉矢4103 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾔ 嬬恋中学校

17分24秒75 村越　郁也4051 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷中学校スキー部

17分26秒76 矢口　昂太4046 ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀ 小谷中学校スキー部

17分26秒77 美谷　健太4088 ﾐﾀﾆ ｹﾝﾀ モアＳＰＣ加賀

17分29秒78 小野寺　研斗4030 ＡＣ豊丘

17分33秒79 大日方　義宗4070 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾖｼﾑﾈ 長野市立戸隠中学校

17分37秒80 髙島　侑希4076 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ 飯山城北中

17分38秒81 森　優太4072 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 野沢温泉中　クロス部

17分39秒82 鈴木　寛太4044 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 小谷中学校スキー部

17分40秒83 三谷　歩4091 ﾐﾂﾔ ｱﾕﾑ モアＳＰＣ加賀

17分45秒84 石川　岳陽4047 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾊﾙ 小谷中学校スキー部

17分47秒85 佐藤　秀4061 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾙ 山ノ内中学校

17分55秒86 柳沢　充4068 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 長野市立戸隠中学校

18分31秒87 長谷川　結哉4071 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 長野市立戸隠中学校

18分37秒88 此村　天慎4035 ｺﾉﾑﾗ ﾃﾝﾏ 白馬中学校クロス部

18分40秒89 岩﨑　陸4007 ｲﾜｻｷ ﾘｸ 飯山城南中学校

18分47秒90 松本　充貴4105 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂｷ 嬬恋中学校

18分54秒91 矢口　翔稀4043 ﾔｸﾞﾁ ｼｮｳｷ 小谷中学校スキー部

19分05秒92 原山　翔伍4069 ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 長野市立戸隠中学校

19分46秒93 宮崎　遼太4104 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 嬬恋中学校

19分53秒94 深澤　駿太4052 ﾌｶｻﾜ ｼｭﾝﾀ 小谷中学校スキー部

20分36秒95 小松　祐輝4027 ＡＣ豊丘

20分40秒96 戸谷　駿介4022 ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 長野市

20分53秒97 平田　悠理4045 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾘ 小谷中学校スキー部
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