
Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

中学男子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:00 終了時間 09:34

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 南原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 １８ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 2 小林　皓生(3) 飯山城北中 3:09.55 0.00 予選通過
2 1 湯本　幸耶(3) 山ノ内中 3:09.99 +0.44 予選通過
3 5 橋本　礼徳(3) 白馬中 3:10.98 +1.43 予選通過
4 3 笠原　　将(2) 山ノ内中 3:16.01 +6.46 予選通過
5 7 森　　龍希(3) 木島平中 3:17.07 +7.52 予選通過
6 6 髙橋　幸也(3) 松之山中 3:22.74 +13.19 予選通過
7 13 小坂　飛翔(3) 飯山城北中 3:24.82 +15.27 予選通過
8 69 山川　　走(3) 妙高高原中 3:26.08 +16.53 予選通過
9 60 山本　　景(3) 山ノ内中 3:26.36 +16.81 予選通過

10 52 沼田　唯聖(2) 飯山城北中 3:26.56 +17.01 予選通過
11 92 藤沢　　樹(2) 山ノ内中 3:26.64 +17.09 予選通過
12 22 野﨑　太一(2) 野沢温泉中 3:26.85 +17.30 予選通過
13 14 坂井　冠太(2) まつだいCSC 3:26.96 +17.41 予選通過

=14 4 徳竹　幸也(3) 山ノ内中 3:27.07 +17.52 予選通過
=14 113 鴨井　岳士(3) 妙高高原中 3:27.07 +17.52 予選通過

16 10 渡辺　澪音(3) おぢやファイトクラブ 3:27.98 +18.43 予選通過
17 9 沓掛　隼士(2) 信濃小中 3:28.68 +19.13 予選通過
18 66 小林　琉斗(1) 山ノ内中 3:28.82 +19.27 予選通過
19 8 祢津　利空(1) 木島平中 3:29.11 +19.56 予選通過
20 36 森　　大河(3) 木島平中 3:29.42 +19.87 予選通過
21 27 六塚　琉良(3) 飯山城南中 3:29.53 +19.98 予選通過
22 96 山本　晃輝(2) 山ノ内中 3:29.84 +20.29 予選通過
23 29 黒岩　　翔(3) 嬬恋中 3:30.64 +21.09 予選通過
24 35 松本　祥汰(3) 嬬恋中 3:30.76 +21.21 予選通過
25 21 松橋　優希(2) 妙高高原中 3:30.96 +21.41 予選不通過
26 16 北澤　翔馬(3) 白馬中 3:31.04 +21.49 予選不通過
27 17 西堀　皓雄(3) 白馬中 3:32.76 +23.21 予選不通過
28 18 大平　晃生(2) 南魚沼ＪＲＣ 3:32.87 +23.32 予選不通過
29 30 山﨑　　清(1) 飯山城南中 3:33.01 +23.46 予選不通過
30 53 宮﨑　　輝(2) 野沢温泉中 3:33.94 +24.39 予選不通過
31 86 小林　岳人(2) 松之山中 3:34.07 +24.52 予選不通過
32 44 國本　稜平(3) 白馬中 3:34.88 +25.33 予選不通過
33 72 栗林　侑希(2) 木島平中 3:36.46 +26.91 予選不通過
34 40 湯本　　樹(3) 木島平中 3:37.63 +28.08 予選不通過
35 61 庭野　翔馬(1) まつだいCSC 3:38.08 +28.53 予選不通過
36 19 廣井　瞳伊(3) おぢやファイトクラブ 3:38.30 +28.75 予選不通過
37 23 山下　純平(2) 岡南中 3:38.95 +29.40 予選不通過
38 12 田村　一磨(2) 南魚沼ＪＲＣ 3:39.74 +30.19 予選不通過
39 93 吉越　太良(3) 飯山城北中 3:39.96 +30.41 予選不通過
40 38 福原　健太(2) 松之山中 3:40.01 +30.46 予選不通過
41 51 大日方一貴(3) 飯山城北中 3:40.13 +30.58 予選不通過
42 70 鎌田　紘夢(1) 信濃小中 3:40.25 +30.70 予選不通過
43 41 星野　佑槙(1) おぢやファイトクラブ 3:40.32 +30.77 予選不通過
44 42 宮下　大征(1) 信濃小中 3:40.47 +30.92 予選不通過
45 48 山本　一成(2) 新井中 3:41.34 +31.79 予選不通過
46 45 猪又　虹輔(3) おぢやファイトクラブ 3:41.60 +32.05 予選不通過
47 49 江村　海里(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 3:42.23 +32.68 予選不通過
48 24 岡田　遥稀(2) 中郷中 3:43.45 +33.90 予選不通過

Data processing by SEIKO Print Date: Sun 19 Mar 2017  Print Time: 09:48 Page: 1/3

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差



Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

中学男子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:00 終了時間 09:34

49 103 本山　大雅(2) 木島平中 3:43.62 +34.07 予選不通過
50 65 戸田　圭郁(2) 南魚沼ＪＲＣ 3:43.65 +34.10 予選不通過
51 56 八木颯一郎(2) 中郷中 3:44.85 +35.30 予選不通過
52 28 中澤　優希(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 3:44.99 +35.44 予選不通過
53 25 後藤　拓志(2) 妙高中 3:45.13 +35.58 予選不通過
54 64 成澤　啓汰(3) 山ノ内中 3:45.87 +36.32 予選不通過
55 32 山下　響生(2) 菅平中 3:46.15 +36.60 予選不通過
56 76 西村　龍起(1) 山ノ内中 3:46.53 +36.98 予選不通過
57 107 小林　俊介(3) 木島平中 3:46.88 +37.33 予選不通過
58 57 村越　仁哉(3) 飯山城北中 3:47.18 +37.63 予選不通過
59 47 平川　　遼(3) 草津中 3:47.23 +37.68 予選不通過
60 82 池田　和勢(1) 野沢温泉中 3:47.55 +38.00 予選不通過
61 34 金澤　歩生(1) 小千谷南中 3:47.60 +38.05 予選不通過
62 75 篠﨑　智貴(3) 白馬中 3:47.76 +38.21 予選不通過
63 31 矢野　堅斗(3) 草津中 3:47.88 +38.33 予選不通過
64 54 岡田　瑞樹(1) 飯山城南中 3:48.15 +38.60 予選不通過
65 20 中川　雄太(2) 小谷中 3:48.19 +38.64 予選不通過

=66 33 山﨑　　丈(1) 妙高高原中 3:48.28 +38.73 予選不通過
=66 39 江津　颯人(1) 白馬中 3:48.28 +38.73 予選不通過

68 77 丸山　健翔(1) 中郷中 3:48.32 +38.77 予選不通過
69 62 川上　健太(3) 菅平中 3:48.41 +38.86 予選不通過
70 105 藤本　唯希(3) 飯山城北中 3:48.74 +39.19 予選不通過
71 81 髙橋　明流(1) 木島平中 3:48.80 +39.25 予選不通過
72 73 保坂　柊太(1) 飯山城南中 3:49.86 +40.31 予選不通過
73 102 武田　拓磨(1) 山ノ内中 3:51.17 +41.62 予選不通過
74 74 滝沢　育矢(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 3:51.19 +41.64 予選不通過
75 26 渡辺　祥大(1) 牧ＸＣ 3:51.51 +41.96 予選不通過
76 55 山下　真央(1) 妙高中 3:52.97 +43.42 予選不通過
77 91 山本　和史(1) 南魚沼ＪＲＣ 3:53.84 +44.29 予選不通過
78 78 田中心乃祐(1) 白馬中 3:54.97 +45.42 予選不通過
79 46 須賀田龍青(1) 妙高高原中 3:55.40 +45.85 予選不通過
80 98 徳竹　侑己(1) 山ノ内中 3:55.75 +46.20 予選不通過
81 58 後藤祐太郎(2) 妙高高原中 3:57.34 +47.79 予選不通過
82 68 横尾　祐樹(2) 牧ＸＣ 3:57.39 +47.84 予選不通過
83 85 渡辺　大貴(1) おぢやファイトクラブ 3:58.81 +49.26 予選不通過
84 80 安原　颯汰(1) 新井中 4:00.23 +50.68 予選不通過
85 108 岩井　佑人(1) 信濃小中 4:01.09 +51.54 予選不通過
86 59 岩﨑　　陸(1) 飯山城南中 4:01.53 +51.98 予選不通過
87 84 石田　海斗(1) 岡南中 4:02.51 +52.96 予選不通過
88 43 平澤　健悟(1) 岡南中 4:03.44 +53.89 予選不通過
89 67 佐藤　大介(1) 南魚沼ＪＲＣ 4:03.85 +54.30 予選不通過
90 95 中俣　陽貴(1) 南魚沼ＪＲＣ 4:04.20 +54.65 予選不通過
91 88 丸山　一良(1) 妙高高原中 4:04.77 +55.22 予選不通過
92 71 吉越　敬介(1) 飯山城北中 4:06.88 +57.33 予選不通過
93 99 髙島　颯大(1) 飯山城北中 4:07.59 +58.04 予選不通過
94 110 藤巻　薫成(1) おぢやファイトクラブ 4:08.33 +58.78 予選不通過
95 83 西澤　来波(1) 白馬中 4:08.38 +58.83 予選不通過
96 94 相澤　翔太(1) 小谷中 4:09.49 +59.94 予選不通過
97 111 小林　恭太(1) 飯山城南中 4:10.09 +1:00.54 予選不通過
98 109 髙島　侑希(2) 飯山城北中 4:12.76 +1:03.21 予選不通過
99 100 佐藤　　天(1) 松之山中 4:13.43 +1:03.88 予選不通過

100 63 松澤　礼音(1) 小谷中 4:14.17 +1:04.62 予選不通過
101 114 山田　和馬(1) 南魚沼ＪＲＣ 4:14.93 +1:05.38 予選不通過
102 112 梅沢　光哉(1) 南魚沼ＪＲＣ 4:17.92 +1:08.37 予選不通過
103 89 山﨑　優希(1) 草津中 4:18.31 +1:08.76 予選不通過
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

中学男子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:00 終了時間 09:34

104 87 小池　大翔(1) おぢやファイトクラブ 4:20.94 +1:11.39 予選不通過
105 90 黒岩　誉矢(1) 嬬恋中 4:29.85 +1:20.30 予選不通過
106 101 此村　天慎(1) 白馬中 4:38.22 +1:28.67 予選不通過
107 115 村本　遼哉(1) 中郷中 4:40.08 +1:30.53 予選不通過
108 97 手塚　雄大(1) 妙高中 4:49.92 +1:40.37 予選不通過
109 106 矢口　翔稀(1) 小谷中 4:52.06 +1:42.51 予選不通過
110 104 松本　充貴(1) 嬬恋中 5:15.34 +2:05.79 予選不通過
111 11 小島　宙輝(3) 新井中 5:49.88 +2:40.33 予選不通過

15 清水　直也(3) 飯山城北中 DS 予選不通過
37 伊藤　大智(1) 白馬中 DS 予選不通過
50 宮﨑　遼太(2) 嬬恋中 DS 予選不通過
79 山﨑　　翔(3) 飯山城北中 DS 予選不通過

雪温 気温
09:00  曇り  良 0℃ 6℃ 59％ 無風 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
115 111 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 佐藤　金二
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

中学男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:00 終了時間 15:07

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 南原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 １８ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 1 決勝 A 小林　皓生(3) 飯山城北中
2 2 決勝 A 湯本　幸耶(3) 山ノ内中
3 4 決勝 A 笠原　　将(2) 山ノ内中
4 3 決勝 A 橋本　礼徳(3) 白馬中
5 5 決勝 A 森　　龍希(3) 木島平中
6 6 決勝 A 髙橋　幸也(3) 松之山中

7 8 準決勝 山川　　走(3) 妙高高原中
8 15 準決勝 鴨井　岳士(3) 妙高高原中
9 9 準決勝 山本　　景(3) 山ノ内中

10 18 準決勝 小林　琉斗(1) 山ノ内中
11 14 準決勝 徳竹　幸也(3) 山ノ内中
12 20 準決勝 森　　大河(3) 木島平中

13 7 準々決勝 小坂　飛翔(3) 飯山城北中
14 13 準々決勝 坂井　冠太(2) まつだいCSC
15 17 準々決勝 沓掛　隼士(2) 信濃小中
16 19 準々決勝 祢津　利空(1) 木島平中
17 11 準々決勝 藤沢　　樹(2) 山ノ内中
18 12 準々決勝 野﨑　太一(2) 野沢温泉中
19 16 準々決勝 渡辺　澪音(3) おぢやファイトクラブ
20 23 準々決勝 黒岩　　翔(3) 嬬恋中
21 10 準々決勝 沼田　唯聖(2) 飯山城北中
22 21 準々決勝 六塚　琉良(3) 飯山城南中
23 22 準々決勝 山本　晃輝(2) 山ノ内中
24 24 準々決勝 松本　祥汰(3) 嬬恋中

25 予選 松橋　優希(2) 妙高高原中
26 予選 北澤　翔馬(3) 白馬中
27 予選 西堀　皓雄(3) 白馬中
28 予選 大平　晃生(2) 南魚沼ＪＲＣ
29 予選 山﨑　　清(1) 飯山城南中
30 予選 宮﨑　　輝(2) 野沢温泉中
31 予選 小林　岳人(2) 松之山中
32 予選 國本　稜平(3) 白馬中
33 予選 栗林　侑希(2) 木島平中
34 予選 湯本　　樹(3) 木島平中
35 予選 庭野　翔馬(1) まつだいCSC
36 予選 廣井　瞳伊(3) おぢやファイトクラブ
37 予選 山下　純平(2) 岡南中
38 予選 田村　一磨(2) 南魚沼ＪＲＣ
39 予選 吉越　太良(3) 飯山城北中
40 予選 福原　健太(2) 松之山中
41 予選 大日方一貴(3) 飯山城北中
42 予選 鎌田　紘夢(1) 信濃小中
43 予選 星野　佑槙(1) おぢやファイトクラブ
44 予選 宮下　大征(1) 信濃小中
45 予選 山本　一成(2) 新井中
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

中学男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:00 終了時間 15:07

46 予選 猪又　虹輔(3) おぢやファイトクラブ
47 予選 江村　海里(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
48 予選 岡田　遥稀(2) 中郷中
49 予選 本山　大雅(2) 木島平中
50 予選 戸田　圭郁(2) 南魚沼ＪＲＣ
51 予選 八木颯一郎(2) 中郷中
52 予選 中澤　優希(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
53 予選 後藤　拓志(2) 妙高中
54 予選 成澤　啓汰(3) 山ノ内中
55 予選 山下　響生(2) 菅平中
56 予選 西村　龍起(1) 山ノ内中
57 予選 小林　俊介(3) 木島平中
58 予選 村越　仁哉(3) 飯山城北中
59 予選 平川　　遼(3) 草津中
60 予選 池田　和勢(1) 野沢温泉中
61 予選 金澤　歩生(1) 小千谷南中
62 予選 篠﨑　智貴(3) 白馬中
63 予選 矢野　堅斗(3) 草津中
64 予選 岡田　瑞樹(1) 飯山城南中
65 予選 中川　雄太(2) 小谷中

=66 予選 山﨑　　丈(1) 妙高高原中
=66 予選 江津　颯人(1) 白馬中

68 予選 丸山　健翔(1) 中郷中
69 予選 川上　健太(3) 菅平中
70 予選 藤本　唯希(3) 飯山城北中
71 予選 髙橋　明流(1) 木島平中
72 予選 保坂　柊太(1) 飯山城南中
73 予選 武田　拓磨(1) 山ノ内中
74 予選 滝沢　育矢(1) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
75 予選 渡辺　祥大(1) 牧ＸＣ
76 予選 山下　真央(1) 妙高中
77 予選 山本　和史(1) 南魚沼ＪＲＣ
78 予選 田中心乃祐(1) 白馬中
79 予選 須賀田龍青(1) 妙高高原中
80 予選 徳竹　侑己(1) 山ノ内中
81 予選 後藤祐太郎(2) 妙高高原中
82 予選 横尾　祐樹(2) 牧ＸＣ
83 予選 渡辺　大貴(1) おぢやファイトクラブ
84 予選 安原　颯汰(1) 新井中
85 予選 岩井　佑人(1) 信濃小中
86 予選 岩﨑　　陸(1) 飯山城南中
87 予選 石田　海斗(1) 岡南中
88 予選 平澤　健悟(1) 岡南中
89 予選 佐藤　大介(1) 南魚沼ＪＲＣ
90 予選 中俣　陽貴(1) 南魚沼ＪＲＣ
91 予選 丸山　一良(1) 妙高高原中
92 予選 吉越　敬介(1) 飯山城北中
93 予選 髙島　颯大(1) 飯山城北中
94 予選 藤巻　薫成(1) おぢやファイトクラブ
95 予選 西澤　来波(1) 白馬中
96 予選 相澤　翔太(1) 小谷中
97 予選 小林　恭太(1) 飯山城南中
98 予選 髙島　侑希(2) 飯山城北中
99 予選 佐藤　　天(1) 松之山中

100 予選 松澤　礼音(1) 小谷中
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

中学男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:00 終了時間 15:07

101 予選 山田　和馬(1) 南魚沼ＪＲＣ
102 予選 梅沢　光哉(1) 南魚沼ＪＲＣ
103 予選 山﨑　優希(1) 草津中
104 予選 小池　大翔(1) おぢやファイトクラブ
105 予選 黒岩　誉矢(1) 嬬恋中
106 予選 此村　天慎(1) 白馬中
107 予選 村本　遼哉(1) 中郷中
108 予選 手塚　雄大(1) 妙高中
109 予選 矢口　翔稀(1) 小谷中
110 予選 松本　充貴(1) 嬬恋中
111 予選 小島　宙輝(3) 新井中

予選 清水　直也(3) 飯山城北中
予選 伊藤　大智(1) 白馬中
予選 宮﨑　遼太(2) 嬬恋中
予選 山﨑　　翔(3) 飯山城北中

雪温 気温
09:00  曇り  良 0℃ 6℃ 59％ 無風 0m/s
12:00  曇り  不良 0℃ 10℃ 45％ 無風
13:00  曇り  不良 0℃ 13℃ 39％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
115 111 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 佐藤　金二
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