
Cross-country

52
公式成績表

中学男子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:00 終了時間 14:43

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 ＯＳＰクロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  極限登高標高差 １０ｍ

 合計登高 １４ｍ

 全長 １．３ｋｍ

 周回数 １

1 2 決勝 A 郷津　知哉(3) 白馬中 長野
2 8 決勝 A 髙橋　汰門(3) 木島平中 長野
3 12 決勝 A 森　　龍希(2) 木島平中 長野
4 19 決勝 A 千野　竜河(3) 飯山城南中 長野
5 6 決勝 A 湯本　幸耶(2) 山ノ内中 長野
6 4 決勝 A 上村　祐輔(3) 小千谷中 新潟

7 9 準決勝 橋本　礼徳(2) 白馬中 長野
8 10 準決勝 小林　皓生(2) 飯山城北中 長野
9 1 準決勝 今田　優作(3) 白馬中 長野

10 18 準決勝 青木　力杜(3) 山ノ内中 長野
11 3 準決勝 鴨井　岳士(2) 妙高高原中 新潟
12 5 準決勝 中俣　日向(3) 南魚沼ＪＲＣ 新潟

13 7 準々決勝 竹内　　魁(3) 中郷中 新潟
14 14 準々決勝 山本　大晴(3) 南魚沼ＪＲＣ 新潟
15 16 準々決勝 田中　悠河(3) 飯山城北中 長野
16 20 準々決勝 林　　結翔(3) 五十沢中 新潟
17 17 準々決勝 西本ひのき(3) 芸北道場 広島
18 21 準々決勝 嶋田　悠二(3) 白馬中 長野
19 22 準々決勝 若井　　潤(3) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
20 23 準々決勝 森　　大河(2) 木島平中 長野
21 11 準々決勝 佐藤　聡太(3) 山ノ内中 長野
22 13 準々決勝 松橋　　遼(3) 妙高高原中 新潟
23 15 準々決勝 山崎　　凌(3) 南魚沼ＪＲＣ 新潟
24 24 準々決勝 沓掛　隼士(1) 信濃中 長野

25 予選 髙橋　海人(3) 飯山城北中 長野
26 予選 山本　　景(2) 山ノ内中 長野
27 予選 髙相　幸世(3) 山ノ内中 長野
28 予選 清水　直也(2) 飯山城北中 長野
29 予選 笠原　　将(1) 山ノ内中 長野
30 予選 武田　賢太(3) 高社中 長野
31 予選 江村　拓哉(3) 飯山城北中 長野
32 予選 山川　　走(2) 妙高高原中 新潟
33 予選 小坂　飛翔(2) 飯山城北中 長野
34 予選 清水　健介(2) 妙高中 新潟
35 予選 黒岩　　翔(2) 嬬恋中 群馬
36 予選 松本　祥汰(2) 嬬恋中 群馬
37 予選 徳竹　幸也(2) 山ノ内中 長野
38 予選 廣井　瞳伊(2) おぢやファイトクラブ 新潟
39 予選 湯本　　樹(2) 木島平中 長野
40 予選 大平　晃生(1) 南魚沼ＪＲＣ 新潟
41 予選 山﨑　　翔(2) 飯山城北中 長野
42 予選 宮﨑　　輝(1) 野沢温泉中 長野
43 予選 野﨑　太一(1) 野沢温泉中 長野
44 予選 六塚　琉良(2) 飯山城南中 長野
45 予選 畔上　悠太(3) 木島平中 長野
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46 予選 坂井　冠太(1) まつだいCSC 新潟
47 予選 藤沢　　樹(1) 山ノ内中 長野
48 予選 大日方一貴(2) 飯山城北中 長野
49 予選 栗林　侑希(1) 木島平中 長野
50 予選 大平　和輝(2) 飯山城北中 長野
51 予選 國本　稜平(2) 白馬中 長野
52 予選 松澤　良磨(2) 小谷中 長野
53 予選 松橋　優希(1) 妙高高原中 新潟
54 予選 西堀　皓雄(2) 白馬中 長野
55 予選 八木颯一郎(1) 中郷中 新潟
56 予選 北澤　翔馬(2) 白馬中 長野
57 予選 平川　　遼(2) 草津中 群馬
58 予選 中澤　和也(3) 信濃中 長野
59 予選 湯本　晶大(2) 高社中 長野
60 予選 沼田　唯聖(1) 飯山城北中 長野
61 予選 小林　俊介(2) 木島平中 長野
62 予選 成澤　啓汰(2) 山ノ内中 長野
63 予選 樋口　純平(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
64 予選 藤本　唯希(2) 飯山城北中 長野
65 予選 清水　貴弘(3) 菅平中 長野
66 予選 川上　健太(2) 菅平中 長野
67 予選 福原　健太(1) 松之山中 新潟
68 予選 江村　海里(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
69 予選 斉藤　洸大(2) 大野川中 長野
70 予選 矢野　堅斗(2) 草津中 群馬
71 予選 村越　仁哉(2) 飯山城北中 長野
72 予選 篠崎　智貴(2) 白馬中 長野
73 予選 山下　響生(1) 菅平中 長野
74 予選 本山　大雅(1) 木島平中 長野
75 予選 後藤　拓志(1) 妙高中 新潟
76 予選 岡田　遥稀(1) 中郷中 新潟
77 予選 中沢　優希(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
78 予選 後藤祐太郎(1) 妙高高原中 新潟
79 予選 藤ノ木　丈(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
80 予選 中川　雄太(1) 小谷中 長野
81 予選 宮﨑　遼太(1) 嬬恋中 群馬
82 予選 髙島　侑希(1) 飯山城北中 長野
83 予選 齋藤　主税(2) 草津中 群馬
84 予選 馬場耕史郎(1) 甲南中 兵庫

予選 久保　太希(3) 草津中 群馬
予選 井ノ川航大(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
予選 幾田林太郎(3) 小谷中 長野
予選 山本　啓将(3) 山ノ内中 長野
予選 山本　晃輝(1) 山ノ内中 長野
予選 陸川　大空(2) 中郷中 新潟
予選 津端　海吏(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
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公式成績表

中学男子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:00 終了時間 14:43

雪温 気温
09:00  晴れ  良 0℃ 2℃ 68％ 無風
12:00  曇り  普通 0℃ 5℃ 46％ 無風
13:30  曇り  不良 0℃ 5℃ 49％ 北 2m/s
14:30  晴れ  不良 0℃ 6℃ 48％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
91 84 0 0 0 7

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 門脇　秋彦
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Cross-country

52
公式成績表

中学男子 1.3 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:00 終了時間 09:26

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 ＯＳＰクロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  極限登高標高差 １０ｍ

 合計登高 １４ｍ

 全長 １．３ｋｍ

 周回数 １

1 1 今田　優作(3) 白馬中 長野 2:24.19 0.00 予選通過
2 2 郷津　知哉(3) 白馬中 長野 2:26.00 +1.81 予選通過
3 14 鴨井　岳士(2) 妙高高原中 新潟 2:26.85 +2.66 予選通過
4 5 上村　祐輔(3) 小千谷中 新潟 2:26.92 +2.73 予選通過
5 36 中俣　日向(3) 南魚沼ＪＲＣ 新潟 2:27.03 +2.84 予選通過
6 8 湯本　幸耶(2) 山ノ内中 長野 2:27.06 +2.87 予選通過
7 24 竹内　　魁(3) 中郷中 新潟 2:27.16 +2.97 予選通過
8 3 髙橋　汰門(3) 木島平中 長野 2:27.24 +3.05 予選通過
9 35 橋本　礼徳(2) 白馬中 長野 2:29.27 +5.08 予選通過

10 4 小林　皓生(2) 飯山城北中 長野 2:30.13 +5.94 予選通過
11 17 佐藤　聡太(3) 山ノ内中 長野 2:30.93 +6.74 予選通過
12 7 森　　龍希(2) 木島平中 長野 2:31.03 +6.84 予選通過
13 87 松橋　　遼(3) 妙高高原中 新潟 2:31.16 +6.97 予選通過
14 6 山本　大晴(3) 南魚沼ＪＲＣ 新潟 2:31.38 +7.19 予選通過
15 67 山崎　　凌(3) 南魚沼ＪＲＣ 新潟 2:31.49 +7.30 予選通過
16 20 田中　悠河(3) 飯山城北中 長野 2:31.64 +7.45 予選通過
17 13 西本ひのき(3) 芸北道場 広島 2:32.25 +8.06 予選通過
18 46 青木　力杜(3) 山ノ内中 長野 2:33.49 +9.30 予選通過
19 11 千野　竜河(3) 飯山城南中 長野 2:33.84 +9.65 予選通過
20 12 林　　結翔(3) 五十沢中 新潟 2:33.97 +9.78 予選通過
21 37 嶋田　悠二(3) 白馬中 長野 2:34.62 +10.43 予選通過
22 10 若井　　潤(3) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 2:34.95 +10.76 予選通過
23 40 森　　大河(2) 木島平中 長野 2:35.64 +11.45 予選通過
24 9 沓掛　隼士(1) 信濃中 長野 2:35.83 +11.64 予選通過
25 23 髙橋　海人(3) 飯山城北中 長野 2:36.13 +11.94 予選不通過
26 77 山本　　景(2) 山ノ内中 長野 2:36.28 +12.09 予選不通過
27 18 髙相　幸世(3) 山ノ内中 長野 2:36.84 +12.65 予選不通過
28 42 清水　直也(2) 飯山城北中 長野 2:36.96 +12.77 予選不通過
29 39 笠原　　将(1) 山ノ内中 長野 2:37.56 +13.37 予選不通過
30 19 武田　賢太(3) 高社中 長野 2:39.03 +14.84 予選不通過
31 45 江村　拓哉(3) 飯山城北中 長野 2:39.25 +15.06 予選不通過
32 32 山川　　走(2) 妙高高原中 新潟 2:39.45 +15.26 予選不通過
33 21 小坂　飛翔(2) 飯山城北中 長野 2:39.47 +15.28 予選不通過
34 30 清水　健介(2) 妙高中 新潟 2:39.84 +15.65 予選不通過
35 16 黒岩　　翔(2) 嬬恋中 群馬 2:40.91 +16.72 予選不通過
36 41 松本　祥汰(2) 嬬恋中 群馬 2:40.93 +16.74 予選不通過
37 58 徳竹　幸也(2) 山ノ内中 長野 2:41.49 +17.30 予選不通過
38 26 廣井　瞳伊(2) おぢやファイトクラブ 新潟 2:42.05 +17.86 予選不通過
39 44 湯本　　樹(2) 木島平中 長野 2:42.06 +17.87 予選不通過
40 80 大平　晃生(1) 南魚沼ＪＲＣ 新潟 2:42.89 +18.70 予選不通過
41 72 山﨑　　翔(2) 飯山城北中 長野 2:42.99 +18.80 予選不通過
42 22 宮﨑　　輝(1) 野沢温泉中 長野 2:43.79 +19.60 予選不通過
43 38 野﨑　太一(1) 野沢温泉中 長野 2:44.32 +20.13 予選不通過
44 48 六塚　琉良(2) 飯山城南中 長野 2:44.76 +20.57 予選不通過
45 63 畔上　悠太(3) 木島平中 長野 2:44.99 +20.80 予選不通過
46 34 坂井　冠太(1) まつだいCSC 新潟 2:45.77 +21.58 予選不通過
47 71 藤沢　　樹(1) 山ノ内中 長野 2:45.79 +21.60 予選不通過
48 66 大日方一貴(2) 飯山城北中 長野 2:46.25 +22.06 予選不通過
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Cross-country

52
公式成績表

中学男子 1.3 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:00 終了時間 09:26

49 60 栗林　侑希(1) 木島平中 長野 2:46.35 +22.16 予選不通過
50 74 大平　和輝(2) 飯山城北中 長野 2:46.64 +22.45 予選不通過
51 61 國本　稜平(2) 白馬中 長野 2:46.94 +22.75 予選不通過
52 57 松澤　良磨(2) 小谷中 長野 2:46.98 +22.79 予選不通過
53 55 松橋　優希(1) 妙高高原中 新潟 2:47.97 +23.78 予選不通過
54 78 西堀　皓雄(2) 白馬中 長野 2:48.41 +24.22 予選不通過
55 51 八木颯一郎(1) 中郷中 新潟 2:48.59 +24.40 予選不通過
56 59 北澤　翔馬(2) 白馬中 長野 2:48.85 +24.66 予選不通過
57 70 平川　　遼(2) 草津中 群馬 2:49.75 +25.56 予選不通過
58 49 中澤　和也(3) 信濃中 長野 2:49.80 +25.61 予選不通過
59 47 湯本　晶大(2) 高社中 長野 2:50.31 +26.12 予選不通過
60 43 沼田　唯聖(1) 飯山城北中 長野 2:50.69 +26.50 予選不通過
61 79 小林　俊介(2) 木島平中 長野 2:50.83 +26.64 予選不通過
62 86 成澤　啓汰(2) 山ノ内中 長野 2:53.48 +29.29 予選不通過
63 53 樋口　純平(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 2:54.56 +30.37 予選不通過
64 84 藤本　唯希(2) 飯山城北中 長野 2:54.64 +30.45 予選不通過
65 25 清水　貴弘(3) 菅平中 長野 2:55.08 +30.89 予選不通過
66 50 川上　健太(2) 菅平中 長野 2:56.35 +32.16 予選不通過
67 31 福原　健太(1) 松之山中 新潟 2:56.83 +32.64 予選不通過
68 76 江村　海里(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 2:57.05 +32.86 予選不通過
69 27 斉藤　洸大(2) 大野川中 長野 2:57.08 +32.89 予選不通過
70 54 矢野　堅斗(2) 草津中 群馬 2:57.60 +33.41 予選不通過
71 81 村越　仁哉(2) 飯山城北中 長野 2:58.14 +33.95 予選不通過
72 85 篠崎　智貴(2) 白馬中 長野 2:59.00 +34.81 予選不通過
73 65 山下　響生(1) 菅平中 長野 3:00.03 +35.84 予選不通過
74 83 本山　大雅(1) 木島平中 長野 3:00.11 +35.92 予選不通過
75 52 後藤　拓志(1) 妙高中 新潟 3:01.75 +37.56 予選不通過
76 73 岡田　遥稀(1) 中郷中 新潟 3:02.70 +38.51 予選不通過
77 62 中沢　優希(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:02.91 +38.72 予選不通過
78 69 後藤祐太郎(1) 妙高高原中 新潟 3:03.90 +39.71 予選不通過
79 56 藤ノ木　丈(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:09.24 +45.05 予選不通過
80 68 中川　雄太(1) 小谷中 長野 3:10.07 +45.88 予選不通過
81 75 宮﨑　遼太(1) 嬬恋中 群馬 3:11.46 +47.27 予選不通過
82 88 髙島　侑希(1) 飯山城北中 長野 3:12.54 +48.35 予選不通過
83 82 齋藤　主税(2) 草津中 群馬 3:14.65 +50.46 予選不通過
84 33 馬場耕史郎(1) 甲南中 兵庫 3:43.99 +1:19.80 予選不通過

15 久保　太希(3) 草津中 群馬 DS 予選不通過
28 井ノ川航大(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 DS 予選不通過
29 幾田林太郎(3) 小谷中 長野 DS 予選不通過
64 山本　啓将(3) 山ノ内中 長野 DS 予選不通過
89 山本　晃輝(1) 山ノ内中 長野 DS 予選不通過
90 陸川　大空(2) 中郷中 新潟 DS 予選不通過
91 津端　海吏(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 DS 予選不通過
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Cross-country

52
公式成績表

中学男子 1.3 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:00 終了時間 09:26

雪温 気温
09:00  晴れ  良 0℃ 2℃ 68％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
91 84 0 0 0 7

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 門脇　秋彦
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