
小谷

　2019　SAN　RACE

　　第５３回栂池ノルディック大会　　

信州

公式成績表

中学男子 5 km クラシカル

栂池高原 / 長野県 2019/03/03 開始時間 09:15 終了時間 09:45

 技術代表 下澤 弘嘉 SAN  コース名 前山クロスカントリーコース

 技術代表アシスタント 関 芳明 OTS  標高差 49m 
 競技委員長 鷲沢 善和 OTS  極限登高標高差 34m 

 合計登高 161m 
 全長 5.0Km 
 周回数 1 
 コース公認No SAJ31-CC-33/97 

1 48 徳竹 佑哉 山ノ内中学校 長野 13:09.5 0.0
2 58 小笠原 舜 城北中学校 長野 13:13.7 +4.2
3 52 吉越 敬介 城北中学校 長野 13:26.9 +17.4
4 43 伊藤 大智 白馬中学校 長野 13:31.8 +22.3
5 46 西村 龍起 山ノ内中学校 長野 13:37.4 +27.9
6 38 吉池 泰一 山ノ内中学校 長野 13:41.5 +32.0
7 30 西澤 来波 白馬中学校 長野 13:43.5 +34.0
8 60 宮下 大征 信濃小中学校 長野 13:46.7 +37.2
9 50 池田 和勢 野沢温泉中学校 長野 13:46.8 +37.3

10 36 江津 颯人 白馬中学校 長野 13:53.6 +44.1
11 31 滝澤 漣 山ノ内中学校 長野 14:01.9 +52.4
12 45 川久保 力生 城北中学校 長野 14:04.8 +55.3
13 49 岡田 滉樹 城南中学校 長野 14:05.3 +55.8
14 53 川邊 仁太 山ノ内中学校 長野 14:08.1 +58.6
15 42 堀米 結丸 山ノ内中学校 長野 14:16.5 +1:07.0
16 32 大日方 彩吹 城北中学校 長野 14:16.7 +1:07.2
17 18 大平 裕貴 城北中学校 長野 14:26.0 +1:16.5
18 26 沼田 渉聖 城北中学校 長野 14:35.7 +1:26.2
19 34 町田 朝陽 山ノ内中学校 長野 14:36.5 +1:27.0
20 37 岡田 瑞樹 城南中学校 長野 14:40.8 +1:31.3
21 27 黒岩 桔平 山ノ内中学校 長野 14:44.0 +1:34.5
22 19 德竹 皆人 山ノ内中学校 長野 14:46.0 +1:36.5
23 44 山﨑 悠 城南中学校 長野 14:52.1 +1:42.6
24 21 小林 恭太 城南中学校 長野 14:59.4 +1:49.9
25 57 田中 心乃祐 白馬中学校 長野 15:11.0 +2:01.5
26 15 佐藤 秀 山ノ内中学校 長野 15:12.6 +2:03.1
27 54 幾田 朋郎 小谷中学校 長野 15:12.8 +2:03.3
28 33 岩井 佑人 信濃小中学校 長野 15:15.5 +2:06.0
29 20 宮入 俊輔 山ノ内中学校 長野 15:19.7 +2:10.2
30 41 中川 敬太 小谷中学校 長野 15:24.0 +2:14.5
31 17 千野 伸河 城南中学校 長野 15:25.5 +2:16.0
32 24 此村 天慎 白馬中学校 長野 15:53.4 +2:43.9
33 25 稲田 結矢 山ノ内中学校 長野 16:02.9 +2:53.4
34 51 山下 千颯 菅平中学校 長野 16:14.8 +3:05.3
35 13 片山　 芽 小谷中学校 長野 16:15.5 +3:06.0
36 47 久保田 八雲 野沢温泉中学校 長野 16:23.2 +3:13.7
37 12 富岡 輝 城北中学校 長野 16:32.4 +3:22.9
38 11 佐藤 汰祐 山ノ内中学校 長野 16:48.9 +3:39.4
39 23 村越 郁也 小谷中学校 長野 16:53.5 +3:44.0
40 14 伊藤 光汰 白馬中学校 長野 16:56.8 +3:47.3
41 39 森 優太 野沢温泉中学校 長野 16:59.5 +3:50.0
42 28 河野 快成 野沢温泉中学校 長野 18:19.7 +5:10.2
43 55 渡邊 雄亮 信大付属長野中 長野 18:33.5 +5:24.0
44 29 澤田 穂高 信濃小中学校 長野 18:50.6 +5:41.1
45 40 酒井 颯大 菅平中学校 長野 18:55.6 +5:46.1
46 16 茂手木 真生 野沢温泉中学校 長野 19:16.7 +6:07.2
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22 小林 漣 城北中学校 長野 DS
35 松澤 柊斗 城北中学校 長野 DS
56 丸山 海翔 小谷中学校 長野 DS
59 德竹 侑己 山ノ内中学校 長野 DS

雪温 気温
09:00 曇り ハード -2℃ 3℃

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
50 46 0 0 4

技術代表 セクレタリー

下澤 弘嘉 佐藤 孝行
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