
- 第22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

 2019/7/21

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49秒1 荒井　一翔4077 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾄ 野田市立第一中学校

13分58秒2 中沢　拓斗4017 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 津南町立津南中学校

14分25秒3 滝澤　漣4066 ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 山ノ内中学校

14分32秒4 鈴木　珠愛4019 ｽｽﾞｷ ｼｭｱ 津南町立津南中学校

14分34秒5 堀米　結丸4061 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 山ノ内中学校

14分37秒6 川久保　力生4051 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 城北中学校

14分41秒7 松澤　柊斗4048 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 城北中学校

14分41秒8 川邊　仁太4067 ｶﾜﾍﾞ ｼﾞﾝﾀ 山ノ内中学校

14分43秒9 加藤　大雅4083 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ

14分52秒10 半戸　琉哉4016 ﾊﾝﾄﾞ ﾘｭｳﾔ 津南町立津南中学校

14分56秒11 岡田　滉樹4044 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 飯山城南中学校

14分57秒12 吉池　泰一4060 ﾖｼｲｹ ﾀｲﾁ 山ノ内中学校

14分59秒13 保坂　航平4014 ﾎｻｶ ｺｳﾍｲ 津南町立津南中学校

15分08秒14 千野　伸河4043 ﾁﾉ ｼﾝｶﾞ 飯山城南中学校

15分11秒15 倉部　陽輝4076 ｸﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ 岩名中

15分13秒16 久保田　八雲4024 ｸﾎﾞﾀ ﾔｸﾓ 野沢温泉村立野沢温泉中・

15分15秒17 山﨑　悠4045 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 飯山城南中学校

15分15秒18 竹花　翔太4042 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 腰越ＪＳＣ

15分18秒19 佐藤　五輪4033 ｻﾄｳ ｺﾞﾘﾝ 民宿かみや

15分21秒20 富岡　輝4049 ﾄﾐｵｶ ﾋｶﾙ 城北中学校

15分25秒21 中川　敬太4006 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 小谷中学校スキー部

15分32秒22 沼田　渉聖4047 ﾇﾏﾀ ｱﾕﾄ 城北中学校

15分33秒23 丸山　海翔4010 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 小谷中学校スキー部

15分34秒24 白井　充大4041 ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 腰越ＪＳＣ

15分36秒25 大阪　旭生4073 モア・スポーツ加賀

15分37秒26 深澤　嵩晴4004 ﾌｶｻﾜ ｺｳｾｲ 小谷中学校スキー部

15分37秒27 町田　朝陽4059 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 山ノ内中学校

15分40秒28 德竹　皆人4068 ﾄｸﾀｹ ﾐﾅﾄ 山ノ内中学校

15分41秒29 黒岩　桔平4065 ｲﾛｲﾜ ｷｯﾍﾟｲ 山ノ内中学校

16分01秒30 佐藤　秀4063 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾙ 山ノ内中学校

16分03秒31 幾田　朋郎4008 ｲｸﾀ ﾄﾓﾛｳ 小谷中学校スキー部

16分04秒32 小野沢　秀太4064 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 山ノ内中学校

16分05秒33 青木　陽央4080 ｱｵｷ ﾊﾙﾁｶ 宝泉中学校

16分08秒34 村越　郁也4007 ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 小谷中学校スキー部

16分18秒35 伊藤　光汰4055 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 白馬中学校クロス部

16分21秒36 大平　裕貴4046 ｵｵﾋﾗ ﾕｳｷ 城北中学校

16分27秒37 松澤　岳拓4035 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 白馬中学校

16分30秒38 平川　槻斗4012 ﾋﾗｶﾜ ﾂｷﾄ 小谷中学校スキー部

16分32秒39 大日方　彩吹4050 ｵﾋﾞﾅﾀ ｲﾌﾞｷ 城北中学校

16分42秒40 川浦　風雅4030 ｶﾜｳﾗ ﾌﾐﾔ 戸隠中学校

16分43秒41 宮入　俊輔4070 ﾐﾔｲﾘ ｼｭﾝｽｹ 山ノ内中学校

16分44秒42 中島　蒼太4075 モア・スポーツ加賀

16分49秒43 片山　芽4009 ｶﾀﾔﾏ ﾒｸﾞﾑ 小谷中学校スキー部

16分56秒44 石川　岳陽4003 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾊﾙ 小谷中学校スキー部

17分01秒45 小林　漣4054 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 城北中学校

17分03秒46 栗林　虎太郎4053 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ 城北中学校

17分06秒47 宇都宮　創太4081 ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳﾀ 菅野中学校

17分09秒48 山岸　颯太4018 ﾔﾏｷﾞｼ ｿｳﾀ 津南町立津南中学校

17分14秒49 目時　羽琉4013 ﾒﾄｷ ﾊﾙ 小谷中学校スキー部

17分15秒50 森　優太4023 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 野沢温泉村立野沢温泉中・
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17分19秒51 中尾　昊貴4084 ﾅｶｵ ｺｳｷ 富山ＦＳＣ

17分27秒52 富井　福太4027 ﾄﾐｲ ﾌｸﾀ 野沢温泉村立野沢温泉中・

17分27秒53 藤ノ木　剛4015 ﾌｼﾞﾉｷ ｺﾞｳ 津南町立津南中学校

17分40秒54 上沢　亜樹4078 ｶﾐｻﾜ ｱｷ 若穂中学校

17分49秒55 太田　誇太郎4002 ｵｵﾀ ｺﾀﾛｳ 白馬中学校ジャンプ部

17分49秒56 大日方　義宗4028 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾖｼﾑﾈ 戸隠中学校

17分52秒57 久保田　咲羽4026 ｸﾎﾞﾀ ｻｸﾊ 野沢温泉村立野沢温泉中・

17分55秒58 横沢　雄咲4034 ﾖｺｻﾜ ﾕｳｻｸ 白馬中学校ジャンプ部

18分09秒59 橋本　麗生4005 ﾊｼﾓﾄ ﾚｵ 小谷中学校スキー部

18分21秒60 宮本　亘4029 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳ 戸隠中学校

18分28秒61 山下　千颯4022 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田市立菅平中学校

18分28秒62 小林　歩生4071 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 山ノ内中学校

18分31秒63 酒井　颯大4021 ｻｶｲ ｿｳﾀ 上田市立菅平中学校

18分32秒64 稲田　結矢4062 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾔ 山ノ内中学校

18分39秒65 矢口　弘翔4020 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 上田市立菅平中学校

19分05秒66 木内　暢浩4052 ｷｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 城北中学校

19分23秒67 岩崎　英明4001 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ

20分30秒68 澤田　穂高4058 ｻﾜﾀﾞ ﾎﾀｶ 信濃小中学校

20分56秒69 茂手木　真生4025 ﾓﾃｷﾞ ﾏｳ 野沢温泉村立野沢温泉中・

21分28秒70 深澤　駿太4011 ﾌｶｻﾜ ｼｭﾝﾀ 小谷中学校スキー部

21分55秒71 金山　尚申4079 ｶﾅﾔﾏ ﾋｻﾉﾌﾞ 雷鳥荘

23分08秒72 渡邊　慧梧4087 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 信大附属長野中

25分54秒73 小池　凌太4085 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ ｎｗｏ
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