
- 第22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

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/7/21

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

26分48秒1 小山　祐太591 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ コトヒラ工業

27分59秒2 藤ノ木　光552 ﾌｼﾞﾉｷ ﾋｶﾘ 東京美装グループスキー部

28分00秒3 宮沢　大志551 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京美装グループスキー部

28分13秒4 宮崎　堅人592 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾞﾝﾄ ＭＴ．新川高校

28分35秒5 岩崎　照儀512 ｲﾜｻｷ ﾃﾙﾖｼ 上越市陸協

29分11秒6 池野　一成584 ｲｹﾉ ｶｽﾞﾅﾘ

29分36秒7 成瀬　開地507 ﾅﾙｾ 岐阜日野自動車ＳＣ

29分40秒8 上村　亮介588 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ さくら不動産

29分46秒9 坂詰　健太郎599 ｻｶﾂﾒ ｹﾝﾀﾛｳ 専修大学スキー部

30分58秒10 外谷　涼太600 ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 専修大学スキー部

31分20秒11 木村　吉大602 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 専修大学スキー部

31分26秒12 郷津　智哉601 ｺﾞｳﾂ ﾄﾓﾔ 専修大学スキー部

32分24秒13 小野寺　悠人547 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ ＡＣ豊丘

32分57秒14 山本　蒼天548 ﾔﾏﾓﾄ ＡＣ豊丘

33分02秒15 矢島　朋幸575 ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野陸上

33分14秒16 上野　翼565 ｳｴﾉ ﾂﾊﾞｻ ＴＫＫかまた

34分15秒17 林　徳享594 ﾊﾔｼ ﾅﾙﾕｷ

34分31秒18 菅沼　昂生550 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｾｲ ＡＣ豊丘

34分39秒19 唐澤　秀和597 ｶﾗｻﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 松本自衛隊ＲＣ

34分43秒20 大井　飛翔545 ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ 飯山高校陸上競技部

35分18秒21 西澤　来波540 ﾆｼｻﾞﾜ ﾗｲﾅ 白馬高校クロス部

35分28秒22 吉川　知明578 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ グリーングラス

35分32秒23 酒井　一549 ｻｶｲ ＡＣ豊丘

35分34秒24 山﨑　清544 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝ 下高井農林高校ｽｷｰ部

35分35秒25 田中　心乃祐541 ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 白馬高校

35分39秒26 原　邦男583 ﾊﾗ ｸﾆｵ かめ＆うさぎ

35分46秒27 竹花　光彦559 ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂﾋｺ 松本市陸協

35分56秒28 石田　海斗539 ｲｼﾀﾞ ｶｲﾄ 白馬高校

36分32秒29 髙島　颯大543 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 下高井農林高校ｽｷｰ部

37分37秒30 廣瀬　史雄568 ﾋﾛｾ ﾌﾐｵ

37分49秒31 佐野　浩司586 ｻﾉ ｺｳｼﾞ

37分53秒32 老松　稔603 ｵｲﾏﾂ ﾐﾉﾙ

37分56秒33 吉村　俊彦596 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 吉村走友会。

38分14秒34 幅　浩二536 ﾊﾊﾞ ｺｳｼﾞ

38分24秒35 阿久津　友作556 ｱｸﾂ ﾕｳｻｸ ロッカーズ

38分27秒36 大野　将史605 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 砺波市

38分29秒37 西澤　伸裕577 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ

39分22秒38 富井　救友589 ﾄﾐｲ ﾔｽﾄﾓ 飯山赤十字病院

39分41秒39 宇井　知樹506 ｳｲ

39分52秒40 三村　茂537 ﾐﾑﾗ ｼｹﾞﾙ

40分03秒41 美土路　活男598 ﾐﾄﾞﾛ ｶﾂｵ 川崎市陸協

40分07秒42 花岡　俊男595 ﾊﾅｵｶ ﾄｼｵ

40分13秒43 宮崎　正彦513 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ

40分35秒44 山本　泰弘572 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

40分40秒45 宮澤　賢史574 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ

40分53秒46 小河原　一浩557 ｵｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ ロッカーズ

41分24秒47 宮田　啓友567 ﾐﾔﾀ ﾋﾗﾄﾓ

42分17秒48 加嶋　伸彦587 ｶｼﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ

42分48秒49 上沢　昌史561 ｶﾐｻﾜ ﾏｻﾌﾐ 保科フレンズ

42分55秒50 上條　覚604 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ ＴＥＡＭ　ＹＵ３
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42分57秒51 水野　哲男562 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ 箕輪南小学校

43分30秒52 佐々木　聖一573 ｻｻｷ ｼｮｳｲﾁ マラソンのつぼ

44分16秒53 市川　満579 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ ■■ＶＣＲＣ■■

44分23秒54 篠﨑　元嗣580 ｼﾉｻﾞｷ ﾓﾄｼ 大町北小学校

45分34秒55 斉藤　篤516 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

45分41秒56 後藤　次雄503 ｺﾞﾄｳ ﾂｷﾞｵ

45分55秒57 角田　要555 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾅﾒ ＣＨＩＲＯ

46分03秒58 望月　俊晴563 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 陽のあたる場所

46分06秒59 川上　顕生566 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ

46分09秒60 田中　学560 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ

46分29秒61 神野　竜也564 ｼﾞﾝﾉ ﾀﾂﾔ ＴＹＲＣ

46分57秒62 井上　寿夫582 ｲﾉｳｴ ﾋｻｵ 上州沼田藩

47分39秒63 高木　聡570 ﾀｶｷﾞ ｻﾄｼ

48分05秒64 御池　達也502 ｵｲｹ ﾀﾂﾔ

49分14秒65 高城　靖典553 ﾀｶｼﾛ ﾔｽﾉﾘ

49分23秒66 戸川　慎一郎538 ﾄｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ チームさくら

51分21秒67 中條　昌洋558 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ

51分43秒68 木村　邦夫535 ｷﾑﾗ ｸﾆｵ テクテクカメ

52分49秒69 髙島　侑希542 ﾀｶｼﾏ ﾕｳｷ 下高井農林高校ｽｷｰ部

54分09秒70 岩佐　和重515 ｲﾜｻ ｶｽﾞｼｹﾞ Ｄｏｂｂａｔ’ｓ

55分46秒71 鳥山　正人569 ﾄﾘﾔﾏ ﾏｻﾄ

56分39秒72 高橋　輝充585 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾐﾂ

57分10秒73 平野　智巳554 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾐ ブルーアース

57分28秒74 竹田　孝義581 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾖｼ カテキンズ

1時間02分54秒75 小川　正男509 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ 東洋精機工業（株）

1時間02分54秒76 野口　悠司511 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 関口流抜刀術

1時間03分18秒77 近藤　鎮哉505 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞﾔ

1時間03分34秒78 御池　寅男501 ｵｲｹ ﾄﾗｵ
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