
- 第21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

 2018/7/22

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

28分11秒1 髙藤　陽樹516 ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ 飯山高校陸上競技部

28分52秒2 宮沢 大志607 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ ＪＲ東日本スポーツスキー部

28分55秒3 野田 健太581 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 陸上自衛隊

29分08秒4 小林　皓生532 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 飯山高等学校スキー部

29分33秒5 山崎 佑太郎585 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県警察

29分36秒6 髙橋　汰門526 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾝ 飯山高等学校スキー部

29分41秒7 沓掛　隼士537 ｸﾂｶｹ ﾊﾔﾄ 飯山高等学校スキー部

29分45秒8 野上 善弘621 ﾉｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ チームタワシ！

30分06秒9 藤ノ木 光610 ﾌｼﾞﾉｷ ﾋｶﾘ 東京美装興業（株）

30分22秒10 宮崎 堅人617 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾞﾝﾄ ＭＴ

30分31秒11 郷津 敏充597 ｺﾞｳﾂﾞ ﾄｼﾐﾂ どんそくＲＣ

30分45秒12 村澤 俊樹586 ﾑﾗｻﾜ ﾄｼｷ 小谷中学校

30分48秒13 山口 龍之介616 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ ＭＴ

30分50秒14 石附 寿希也591 ｲｼﾂﾞｷ ｼﾞｭｷﾔ

30分53秒15 千野　竜河527 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 飯山高等学校スキー部

31分11秒16 郷津　知哉560 白馬高校

31分16秒17 橋本　礼徳534 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 飯山高等学校スキー部

31分19秒18 野﨑　太一539 ﾉｻﾞｷ ﾀｲﾁ 飯山高等学校スキー部

31分40秒19 竹松 魁582 ﾀｹﾏﾂ ｶｲ

31分46秒20 成瀬　野生622

31分49秒21 幾田　林太郎559 ｲｸﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 白馬高校

31分51秒22 小坂　飛翔530 ｺｻｶ ﾋｭｳﾄ 飯山高等学校スキー部

32分26秒23 吉越　太良536 ﾖｼｺﾞｴ ﾀｲﾗ 飯山高等学校スキー部

32分37秒24 小山　慧505 ｺﾔﾏ ｹｲ 地球環境高等学校

32分38秒25 丸山 義文578 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 長野日本無線

32分55秒26 小島　宙輝531 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 飯山高等学校スキー部

32分58秒27 渡部　康平544 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 松本自衛隊ランニングクラブ

33分01秒28 沼田　唯聖538 ﾇﾏﾀ ﾕｲﾄ 飯山高等学校スキー部

33分09秒29 川除 大輝611 ｶﾜﾖｹ ﾀｲｷ

33分11秒30 髙橋　海人525 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 飯山高等学校スキー部

33分13秒31 山本　蒼天556 ＡＣ豊丘

34分14秒32 唐澤　秀和540 ｶﾗｻﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 松本自衛隊ランニングクラブ

34分16秒33 大日方　一貴529 ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｽﾞｷ 飯山高等学校スキー部

35分33秒34 宮前　仁554 ﾐﾔﾏｴ ﾋﾄｼ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

35分35秒35 林 徳享575 ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ

35分40秒36 工藤　悟545 ｸﾄﾞｳ ｻﾄﾙ 松本自衛隊ランニングクラブ

36分13秒37 今溝 秀雄614 ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾃﾞｵ 南安曇農業高校教員

36分13秒38 松本　直也547 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ 松本自衛隊ランニングクラブ

36分21秒39 吉川 知明583 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ グリーングラス

36分40秒40 丸山　匠546 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本自衛隊ランニングクラブ

36分50秒41 中澤　和也528 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 飯山高等学校スキー部

37分13秒42 上山　純希542 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 松本自衛隊ランニングクラブ

37分17秒43 原 邦男605 ﾊﾗ ｸﾆｵ かめ＆うさぎ

37分32秒44 菱田 勝594 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ

38分20秒45 古川 潤589 ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝ エクセルＳＣ

38分29秒46 小野寺　悠人555 ＡＣ豊丘

39分11秒47 竹之内　幸太541 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｳﾀ 松本自衛隊ランニングクラブ

39分14秒48 酒井　昭彦513 ｻｶｲ ｱｷﾋｺ ＴＰＲ陸上部

39分26秒49 廣瀬 史雄615 ﾋﾛｾ ﾌﾐｵ

39分27秒50 宇井　知樹507 ｳｲ ﾄﾓｷ
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39分40秒51 池渕 雄大602 ｲｹﾌﾁ ﾕｳﾀﾞｲ

39分53秒52 三浦　哲548 ﾐｳﾗ ｱｷﾗ 松本自衛隊ランニングクラブ

40分22秒53 山下 響生580 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾋﾞｷ 上田染谷丘高校

40分34秒54 國分　康之543 ｺｸﾌﾞﾝ ﾔｽﾕｷ 松本自衛隊ランニングクラブ

40分39秒55 西澤 伸裕599 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ

40分40秒56 宮崎　正彦512 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 北稜会

40分55秒57 斎藤　康弘506 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ カケコッコ

40分57秒58 吉川 知明564 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ グリーングラス

41分06秒59 竹中　一晃521 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞｱｷ

41分13秒60 田崎　富士夫514 ﾀｻﾞｷ ﾌｼﾞｵ

41分15秒61 花岡 俊男618 ﾊﾅｵｶ ﾄｼｵ

41分21秒62 吉村 俊彦603 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 吉村走友会。

42分42秒63 会澤 達也570 ｱｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

42分53秒64 佐々木 聖一566 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ マラソンのつぼ

43分00秒65 猪股 修577 ｲﾉﾏﾀ ｵｻﾑ スクリーン４０３

43分23秒66 水野 哲男562 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 箕輪南小学校

43分26秒67 藤木 優595 ﾌｼﾞｷ ﾏｻﾙ チーム西中

43分33秒68 横田 博和584 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ

43分39秒69 市川 満619 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ ■■ＶＣＲＣ■■

43分46秒70 加嶋 伸彦590 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ ＬＲＣ

44分37秒71 山本　泰弘558 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

44分42秒72 後藤　次雄502 ｺﾞﾄｳ ﾂｷﾞｵ

44分55秒73 田中 学572 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

46分01秒74 角田 要565 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ ＣＨＩＲＯ

46分08秒75 ビル・レッティ549 ﾋﾞﾙ ﾚｯﾃｨ 腰越ＪＳＣ

46分20秒76 竹中　政彦501 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾋｺ タケチャンズＲＣ

46分31秒77 篠﨑 元嗣604 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 大町北小学校

47分09秒78 都築 日向579 ﾂﾂﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 幸田町消防本部消防署

47分33秒79 中條 昌洋567 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

47分56秒80 御池　達也509 ｵｲｹ ﾀﾂﾔ

48分05秒81 小松 健一601 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ

48分10秒82 斉藤　篤511 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

48分52秒83 杉山　祐二550 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ

48分54秒84 住友　善一551 ｽﾐﾄﾓ ﾖｼｶｽﾞ

49分26秒85 有賀 清仁608 ｱﾙｶﾞ ｷﾖﾋﾄ

49分28秒86 中野 偉久男620 ﾅｶﾉ ｲｸｵ

49分40秒87 高城 靖典574 ﾀｶｼﾛ ﾔｽﾉﾘ

49分56秒88 岩佐　和重520 ｲﾜｻ ｶｽﾞｼｹﾞ

50分20秒89 宮嶋　健553 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 南安曇農業高校

50分21秒90 竹中　良洋522 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

50分40秒91 小林　高志510 ｺﾊﾞﾔｼ

51分01秒92 村田　保515 ﾑﾗﾀ ﾀﾓﾂ

51分36秒93 山嵜 晴登598 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾚﾄ 長野日本無線

52分08秒94 上條 修593 ｶﾐｼﾞｮｳ ｵｻﾑ 松本すすき川走る会

52分14秒95 加納 弘樹587 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ

52分27秒96 阿部 俊郎592 ｱﾍﾞ ﾄｼﾛｳ

52分29秒97 川嶋　三夫503 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂｵ 東芝府中スキー部

52分41秒98 御池　寅男508 ｵｲｹ ﾄﾗｵ

53分24秒99 西尾 友博596 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ

53分31秒100 小池 正浩573 ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ
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53分32秒101 今井　伸彦519 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾋｺ アサヒドーＦＵＮ. RUN

54分36秒102 粂 正夫588 ｸﾒ ﾏｻｵ

54分39秒103 五味 義明571 ｺﾞﾐ ﾖｼｱｷ

57分59秒104 藤井 省悟613 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｺﾞ

58分49秒105 兼松 一平561 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ

1時間00分29秒106 鳥山 正人569 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

1時間02分27秒107 近藤　鎮哉504 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ

1時間02分53秒108 大野 晃612 ｵｵﾉ ｱｷﾗ

1時間03分29秒109 横川 善之606 ﾖｺｶﾜ ﾖｼﾕｷ ノーリミッツ！

1時間08分34秒110 矢島 正覚563 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ
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