
- 第21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

 2018/7/22

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11秒1 田島　朔3058 ﾀｼﾞﾏ ｻｸ おおたスポーツアカデミー

5分16秒2 南澤　道大3031 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 駒ヶ根中沢ＲＣ

5分16秒3 内田 温規3088 ｳﾁﾀﾞ ｱﾂｷ 野田ジュニア陸上クラブ

5分18秒4 関根 慶3078 ｾｷﾈ ｹｲ 野田ジュニア

5分21秒5 茂木 公志3083 ﾓｷﾞ ｻﾄｼ アラマキッズ

5分21秒6 丸山 直生3098 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 山形小学校

5分24秒7 小池 玲央3119 ｺｲｹ ﾚｵ アラマキッズ

5分25秒8 森本　真琴3042 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｺﾄ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

5分28秒9 土赤　仁義3028 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越ＪＳＣ

5分29秒10 岡田 龍介3082 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 中郷小学校

5分30秒11 美濃　快空3041 ﾐﾉｳ ｺｱ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

5分33秒12 谷川 航太3101 ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｳﾀ アラマキッズ

5分34秒13 小橋 駿3129 ｺﾊﾞｼ ｼｭﾝ モアＳＰＣ加賀

5分35秒14 笠嶋　佑樹3050 ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ 川中島ＪＲＣ

5分36秒15 堀田 絢心3097 ﾎﾘﾀ ｹﾝｼﾝ アラマキッズ

5分36秒16 鈴木 遥斗3086 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 野田ジュニア

5分37秒17 藤本　康生3063 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ おおたスポーツアカデミー

5分37秒18 高森 はる3142 ﾀｶﾓﾘ ﾊﾙ ＭＴ

5分37秒19 柳原 響亮3144 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ＭＴ

5分39秒20 児玉　大河3025 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越ＪＳＣ

5分39秒21 林崎 那央斗3081 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾅｵﾄ 大野原小学校

5分41秒22 西沢　大空3048 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 川中島ＪＲＣ

5分41秒23 北岡 良介3102 ｷﾀｵｶ ﾘｮｳｽｹ 野田ジュニア陸上クラブ

5分41秒24 鈴木 翔大3089 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 野田ジュニア陸上クラブ

5分41秒25 吉村　龍我3068 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ おおたスポーツアカデミー

5分42秒26 須藤 瀧雅3079 ｽﾄﾞｳ ｿｳﾏ 布川小

5分43秒27 黒崎 優明3109 ｸﾛｻｷ ﾕｳﾒｲ 野田ジュニア

5分43秒28 堀内　颯人3047 ﾎﾘｳﾁ ﾊﾔﾄ 川中島ＪＲＣ

5分43秒29 松下 雄俄3094 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｶﾞ アラマキッズ

5分44秒30 前田 志颯3118 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 白馬北小クロス

5分44秒31 西山　暖人3066 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ おおたスポーツアカデミー

5分45秒32 倉谷　仁3043 ｸﾗﾀﾆ ｼﾞﾝ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

5分45秒33 山下　智大3014 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ アラマキッズ

5分47秒34 小相沢　瑛翔3022 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越ＪＳＣ

5分49秒35 平川　槻斗3012 ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷小学校

5分50秒36 岡部　壮峻3055 ｵｶﾍﾞ ｿｳｼｭﾝ 津幡ジュニア 

5分52秒37 高野 颯3092 ｺｳﾉ ﾊﾔﾃ アラマキッズ

5分52秒38 藤田 啓輔3133 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ モアＳＰＣ加賀

5分52秒39 黒沢　燦3026 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 腰越ＪＳＣ

5分53秒40 荒井 大翔3087 ｱﾗｲ ﾋﾛﾄ 野田Ｊｒ陸上クラブ

5分54秒41 上条　統也3071 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 安曇野かけっこ

5分55秒42 岩田 桜佑3146 ｲﾜﾀ ｵｳｽｹ ＭＴ

5分55秒43 林 賢史郎3107 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ

5分55秒44 中村　怜央3060 ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ おおたスポーツアカデミー

5分55秒45 矢澤　秀成3029 ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ヶ根中沢ＲＣ

5分57秒46 松田　一飛3056 ﾏﾂﾀﾞ ｲｯﾄ 津幡ジュニア 

5分57秒47 桜井　京介3035 ｻｸﾗｲ ｷｮｳｽｹ 山ノ内町立南小学校

5分57秒48 今井　滉大3053 ｲﾏｲ ｺｳﾀﾞｲ 津幡ジュニア 

5分58秒49 大山　陽生3040 ｵｵﾔﾏ ﾊﾙｷ 山ノ内町立南小学校

5分59秒50 鷲野 流冴3122 ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 飯山小ＲＴＣ
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6分00秒51 藤間 治樹3127 ﾌｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 山形小学校

6分00秒52 関　太陽3001 ｾｷ ﾀｲﾖｳ アラマキッズ

6分00秒53 内山　遥人3003 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙﾄ アラマキッズ

6分00秒54 深作 太一3090 ﾌｶｻｸ ﾀｲﾁ 野田ジュニア

6分01秒55 前田 陽向3114 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 野田ジュニア

6分01秒56 西尾 誓3116 ﾆｼｵ ｾｲ 安曇野かけっこクラブ

6分02秒57 金子　倖大3016 ｶﾈｺ ｺｳﾀ Ｔ＆Ｆ佐久平

6分03秒58 田中 稜真3134 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ モアＳＰＣ加賀

6分05秒59 久保田　歩夢3062 ｸﾎﾞﾀ ｱﾕﾑ おおたスポーツアカデミー

6分05秒60 石井 智紀3111 ｲｼｲ ﾄﾓｷ 野田ジュニア陸上クラブ

6分06秒61 柴草　佑輝3034 ｼﾊﾞｸｻ ﾕｳｷ 山ノ内町立南小学校

6分07秒62 神谷　伯3057 ｶﾐﾔ ﾊｸ おおたスポーツアカデミー

6分07秒63 浦辺 晴喜3148 ｳﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ ＭＴ

6分08秒64 林　暖翔3075 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 白馬かけっこクラブ

6分08秒65 小倉 奏獅3104 ｵｸﾞﾗ ｿｳｼ 糸魚川東小学校

6分08秒66 倉部 翔輝3085 ｸﾗﾍﾞ ｼｮｳｷ 野田ジュニア

6分09秒67 小林　唯仁3069 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲﾄ 木島平小スキー部

6分09秒68 佐藤　瑠3070 ｻﾄｳ ﾘｭｳ 木島平小スキー部

6分09秒69 日影　優庵3044 ﾋｶｹﾞ ﾕｱﾝ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

6分12秒70 赤尾 匠3135 ｱｶｵ ﾀｸﾐ モアＳＰＣ加賀

6分13秒71 廣澤 毅3147 ﾋﾛｻﾜ ﾀｹｼ ＭＴ

6分13秒72 宮下 明也3091 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾅﾘ アラマキッズ

6分14秒73 工藤　要3064 ｸﾄﾞｳ ｶﾅﾒ おおたスポーツアカデミー

6分14秒74 田口　由也3065 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳﾔ おおたスポーツアカデミー

6分14秒75 上條　大成3011 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ 川岸小学校

6分14秒76 清水　一真3046 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 川中島ＪＲＣ

6分15秒77 金井　崚惺3023 ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 腰越ＪＳＣ

6分17秒78 荒川 羚3112 ｱﾗｶﾜ ﾚｲ 野田ジュニア

6分17秒79 池田 渓祐3117 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 裾花小学校

6分18秒80 山本　祐輔3005 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山ノ内町立東小学校

6分19秒81 高野 博斗3115 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾄ アラマキッズ

6分20秒82 田中 昂成3084 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ アラマキッズ

6分21秒83 足立　喜一郎3018 ｱﾀﾞﾁ ｷｲﾁﾛｳ 安曇野かけっこクラブ

6分22秒84 黒木　勇翔3027 ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 腰越ＪＳＣ

6分24秒85 八井澤 陽斗3095 ﾔｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 木島小学校

6分24秒86 國井　悠斗3059 ｸﾆｲ ﾕｳﾄ おおたスポーツアカデミー

6分25秒87 森下　啓玖3013 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾗｸ アラマキッズ

6分25秒88 児玉　大和3024 ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越ＪＳＣ

6分25秒89 黒岩　佳佑3010 ｸﾛｲﾜ ｹｲｽｹ 山ノ内町立東小学校

6分26秒90 奈良本 圭亮3130 ﾅﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ モアＳＰＣ加賀

6分26秒91 松澤　岳拓3073 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬かけっこクラブ

6分26秒92 鈴木　虹翔3067 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾄ おおたスポーツアカデミー

6分27秒93 和田 陽輔3108 ﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 安曇野かけっこ

6分28秒94 柏原　康成3072 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｾｲ 白馬南小学校

6分29秒95 小林　歩生3033 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山ノ内町立南小学校

6分29秒96 富井　福太3030 ﾄﾐｲ ﾌｸﾀ 野沢温泉小学校

6分30秒97 新谷 世樹3132 ｼﾝﾀﾆ ｾﾅ モアＳＰＣ加賀

6分30秒98 中島 蒼太3136 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳﾀ モアＳＰＣ加賀

6分32秒99 西山　優真3052 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳﾏ 川中島ＪＲＣ

6分33秒100 新家 來輝3139 ｱﾗｲｴ ﾗｲｷ モアＳＰＣ加賀
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6分33秒101 黒田 泰輝3099 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ 日出学園小学校

6分33秒102 橋本　樹弥3061 ﾊｼﾓﾄ ﾐｷﾔ おおたスポーツアカデミー

6分34秒103 青木　大治3002 ｱｵｷ ﾀｲﾁ アラマキッズ

6分34秒104 岸本 莞爾3106 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 通明小学校

6分35秒105 大桑　龍之介3054 ｵｵｸﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 津幡ジュニア 

6分35秒106 中村 陽誠3145 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｾｲ ＭＴ

6分35秒107 田中 蒼太3140 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ モアＳＰＣ加賀

6分35秒108 松澤　和壱3015 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ 小谷小学校

6分40秒109 久保田 咲羽3113 ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾊ

6分42秒110 湯上 隼斗3143 ﾕｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ ＭＴ

6分44秒111 土屋　郁真3004 ﾂﾁﾔ ｲｸﾏ 山形小学校

6分45秒112 柳　煌世3021 ﾔﾅｷﾞ ｺｳｾｲ 吉田特設スキー部

6分46秒113 岩下　聖実3009 ｲﾜｼﾀ ﾏｻﾐ 山ノ内町立東小学校

6分46秒114 池田　大輝3039 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山ノ内町立南小学校

6分53秒115 山田　陸功3045 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

6分56秒116 小林 拓人3137 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾄ モアＳＰＣ加賀

6分59秒117 庵原　虎男3020 ｲﾊﾗ ｺﾅﾝ 吉田特設スキー部

7分02秒118 山本　悠介3038 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 山ノ内町立南小学校

7分04秒119 佐々木 健都3125 ｻｻｷ ｹﾝﾄ 桃李小学校

7分05秒120 川辺　暖太3006 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾞﾝﾀ 山ノ内町立東小学校

7分07秒121 氷見山　煌士3149 ﾋﾐﾔﾏ ｷﾗﾄ モアSPC加賀

7分17秒122 日宇 晴雅3138 ﾋｳ ﾊﾙﾏｻ モアＳＰＣ加賀

7分19秒123 渡邊 慧梧3124 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 科野小クロスカントリー

7分25秒124 古川 碧3100 ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ エクセルＳＣ

7分28秒125 寺島 拓弥3103 ﾃﾗｼﾏ ﾀｸﾐ Ｔ’ｓチーム

8分03秒126 森 亮輔3141 ﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ

8分07秒127 西村　天翔3008 ﾆｼﾑﾗ ﾃﾝ 山ノ内町立東小学校

8分28秒128 市川 遼3123 ｲﾁｶﾜ ﾊﾙ 科野小クロスカントリー

8分40秒129 美谷 淳平3128 ﾐﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ モアＳＰＣ加賀

8分55秒130 小池 凌太3105 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ

9分46秒131 小林　珠來3007 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾗ 山ノ内町立東小学校
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