
- 第22回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/7/21

スタート： 10:20:00

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

3分27秒1 黒木　玲雄2027 ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越ＪＳＣ

3分29秒2 永田　航大2085 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ

3分29秒3 竹下　優2002 ﾀｹｼﾀ ﾕｳ 岡部小学校

3分29秒4 中澤　侑己2068 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 安曇野かけっこクラブ

3分32秒5 桜井　遼2055 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ アラマキッズ

3分33秒6 中村　遼2005 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ アラマキッズ

3分37秒7 山本　慶介2017 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

3分38秒8 金井　瑛斗2028 ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越ＪＳＣ

3分38秒9 狩野　夢翔2053 ｶﾉｳ ﾕﾒﾄ アラマキッズ

3分39秒10 齊藤　響2012 ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ドリーム

3分41秒11 山本　創介2018 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

3分41秒12 小島　颯斗2013 ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ドリーム

3分42秒13 中島　快人2054 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ アラマキッズ

3分43秒14 寺田　駿平2065 ﾃﾗﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ アラマキッズ

3分44秒15 黒沢　天馬2024 ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 腰越ＪＳＣ

3分44秒16 板花　遙人2057 ｲﾀﾊﾅ ﾊﾙﾄ 安曇野かけっこクラブ

3分45秒17 大坪　朔空2091 ｵｵﾂﾎﾞ ｻｸ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分46秒18 杉山　龍太郎2087 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東葛RC

3分47秒19 橋本　岳音2050 ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 白馬アスレチッククラブ

3分48秒20 山浦　英純2010 ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ドリーム

3分50秒21 宮澤　諒光2051 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｻﾋ 白馬アスレチッククラブ

3分51秒22 松澤　晃佑2039 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 白馬かけっこクラブ

3分51秒23 野島　将太2058 ﾉｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 安曇野かけっこクラブ

3分52秒24 田中　陽斗2007 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 白馬北小学校

3分52秒25 木嶋　羽空2076 ｷｼﾞﾏ ﾊｸ 糸魚川ＧＥＯキッズ

3分52秒26 中嶋　爽2009 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 佐久ドリーム

3分53秒27 本島　岳2030 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 腰越ＪＳＣ

3分54秒28 岡田　昊大2070 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

3分54秒29 小山　颯太2029 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 腰越ＪＳＣ

3分54秒30 山嵜　太陽2043 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 木島平小学校スキー部

3分55秒31 田中那月2059 ﾀﾅｶﾅﾂ ﾀﾅｶﾅﾂ 安曇野かけっこクラブ

3分55秒32 鈴木　陽翔2069 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 東ランラン

3分56秒33 若林　天翔2016 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾄ 川中島ＪＲＣ

3分56秒34 橋詰　きよ2011 ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖ 佐久ドリーム

3分57秒35 辻口　哲平2079 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

3分57秒36 細沼　圭吾2004 ﾎｿﾇﾏ ｹｲｺﾞ アラマキッズ

3分58秒37 甘利　颯士2015 ｱﾏﾘ ｿｳｼ 佐久ドリーム

3分58秒38 中村　勇陽2026 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越ＪＳＣ

3分59秒39 塚原　泰志2066 ﾂｶﾊﾗ ﾀｲｼ ファイト川越

3分59秒40 浦辺　慶志2081 ｳﾗﾍﾞ ｹｲｼ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分00秒41 櫻谷　優2022 ｻｸﾗﾀﾞﾆ ﾕｳ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分00秒42 澤田　岳志2063 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 信濃町スキークラブ

4分01秒43 三井　駿哉2067 ﾐﾂｲ ｼﾕﾝﾔ 安曇野かけっこクラブ

4分01秒44 丸山　航生2056 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ 山形小学校

4分04秒45 山本　湧心2071 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾝ 木島小学校

4分06秒46 平井　翔2003 ﾋﾗｲ ｼｮｳ アラマキッズ

4分09秒47 添田　咲太朗2042 ｿｴﾀ ｻｸﾀﾛｳ 木島平小学校スキー部

4分11秒48 長田　誠太2031 ｵｻﾀﾞ ｾｲﾀ 腰越ＪＳＣ

4分12秒49 関根　圭佑2052 ｾｷﾈ ｹｲｽｹ 野田ジュニア

4分15秒50 上川　凌佑2062 ｶﾐｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 小谷小学校

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第22回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年男子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/7/21

スタート： 10:20:00

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

4分16秒51 大和　峻久2047 モア・スポーツ加賀

4分18秒52 服部　海聖2077 ﾊｯﾄﾘ ｶｻﾞﾄ 泉台小学校

4分19秒53 川辺　陽太2072 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾅﾀ 山ノ内東小学校

4分20秒54 菅沼　煌士朗2035 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳｼﾛｳ 山ノ内町立南小学校

4分20秒55 田中　翠人2041 ﾀﾅｶ ｱｷﾄ 白馬かけっこクラブ

4分23秒56 斉藤　隆希2075 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 飯山小

4分23秒57 佐藤　新太2078 ｻﾄｳ ｱﾗﾀ 裾花小学校

4分23秒58 中平　瑛太2001 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｴｲﾀ 喬木第一小学校

4分24秒59 長森　叶空2021 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾄｱ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分27秒60 賀戸　煌晴2045 モア・スポーツ加賀

4分29秒61 大石　忠国2023 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞｸﾆ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分29秒62 岩井　秀逹2060 ｲﾜｲ ｼｭｳﾀﾂ 信濃町スキークラブ

4分32秒63 長澤　宗世2040 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭｳｾｲ 白馬かけっこクラブ

4分32秒64 小松　希光2014 ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 佐久ドリーム

4分34秒65 平岡　典2083 ﾋﾗｵｶ ﾃﾝ 白馬北小学校

4分37秒66 山本　和季2034 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 山ノ内町立南小学校

4分39秒67 山田　航輝2090 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ

4分42秒68 松沢　迅2008 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 白馬北小学校

4分45秒69 中村　咲琉2080 ﾅｶﾑﾗ ｻｷﾙ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分47秒70 奥野　敬太2049 ｵｸﾉ ｹｲﾀ 白馬アスレチッククラブ

4分47秒71 七海　伊織2025 ﾅﾅｳﾐ ｲｵﾘ 腰越ＪＳＣ

4分48秒72 井澤　虹成2061 ｲｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 安曇野かけっこクラブ

4分48秒73 高相　大偉2036 ﾀｶｿｳ ﾀﾞｲ 山ノ内町立南小学校

4分49秒74 岡田　知登2020 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 白馬北小学校

4分50秒75 佐々木　大和2044 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 白馬北小学校

4分51秒76 石川　和歩2086 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾎ 小谷小学校

4分54秒77 大塚　丈瑠2038 ｵｵﾂｶ ﾀｹﾙ 山ノ内町立南小学校

4分55秒78 宮澤　江瑠2006 ﾐﾔｻﾞﾜ ｴﾙ 小谷小学校

4分55秒79 関口　侃亮2033 ｾｷｸﾞﾁ ｶﾝｽｹ 山ノ内町立南小学校

4分55秒80 花岡　空翔2084 ﾊﾅｵｶ ｸｳﾄ 科野小ＳＣ

5分00秒81 片山　隼基2064 ｶﾀﾔﾏ ｼｭﾝｷ 信濃町スキークラブ

5分07秒82 前田　和部偉2048 ﾏｴﾀﾞ ｶﾑｲ 白馬北小

5分12秒83 藤澤　翔真2037 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳﾏ 山ノ内町立南小学校

5分12秒84 安齋　遙真2089 ｱﾝｻﾞｲ ﾊﾙﾏ

5分13秒85 深澤　伯2019 ﾌｶｻﾞﾜ ﾊｸ 白馬南小学校

5分41秒86 小林　元樹2074 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 山ノ内西
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