
第３９回長野県スキー大会週間
(公財)全日本スキー連盟Ｂ級公認

第83回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目

公式成績表

男子 1.3 km スプリント フリー 予選

木島平クロスカントリー競技場 / 長野県木島平村 2017/01/19 開始時間 09:45 終了時間 10:07

 技術代表 中山 哲治 SAN  コース名 木島平クロスカントリーコース

 アシスタント技術代表 東 禎孝 SAN  標高差 15m 
 競技委員長 市川 昭 SAN  極限登高標高差 13m 

 合計登高 16m 
 全長 1.3Km 
 周回数 1 
 ｺｰｽ公認Ｎｏ SAJ29-CC-59/99 

1 5 01303054 渡辺 瑛仁 明治大学 学連 2:51.98 0.00 74.06 予選通過
2 55 01305723 郷津 知哉 白馬高校 長野 2:54.23 +2.25 89.76 予選通過
3 8 01303635 馬場 直人 専修大学 学連 2:54.69 +2.71 92.97 予選通過
4 1 01303637 本間 有次 立命館大学 学連 2:56.01 +4.03 102.18 予選通過
5 6 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 2:56.90 +4.92 108.39 予選通過
6 4 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 2:57.11 +5.13 109.85 予選通過
7 26 01304902 渡邉 万葉 中野立志館高校 長野 2:57.22 +5.24 110.62 予選通過
8 70 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野 2:57.97 +5.99 115.86 予選通過
9 17 01300747 市村 耕太郎 ﾕｰｶﾘSC 愛媛 2:58.03 +6.05 116.27 予選通過

10 19 01303903 酒井 悠司 中央大学 学連 2:58.47 +6.49 119.34 予選通過
11 29 01304901 山本 雄陽 中野立志館高校 長野 2:58.77 +6.79 121.44 予選通過
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11 29 01304901 山本 雄陽 中野立志館高校 長野 2:58.77 6.79 121.44 予選通過
12 2 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 2:59.33 +7.35 125.35 予選通過
13 21 01304881 千野 泰河 飯山高校 長野 2:59.49 +7.51 126.46 予選通過
14 51 01301439 小山 祐 岐阜日野自動車SC 岐阜 2:59.59 +7.61 127.16 予選通過
15 23 01304891 山本 涼太 中野立志館高校 長野 2:59.89 +7.91 129.25 予選通過
16 54 01306414 森 龍希 木島平中学校 長野 2:59.92 +7.94 予選通過
17 36 01300966 田中 北人 ﾕｰｶﾘSC 愛媛 3:00.49 +8.51 133.44 予選通過
18 10 01303905 渡辺 基嗣 専修大学 学連 3:00.55 +8.57 133.86 予選通過
19 11 01303624 小林 比呂 日本大学 学連 3:00.95 +8.97 136.65 予選通過

=20 42 01305097 長澤 匠吾 白馬高校 長野 3:00.97 +8.99 136.79 予選通過
=20 67 01305891 千野 竜河 飯山高校 長野 3:00.97 +8.99 136.79 予選通過

22 9 01304285 糸乗 佳太 明治大学 学連 3:01.00 +9.02 137.00 予選通過
23 37 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野 3:01.08 +9.10 137.56 予選通過
24 48 01305094 松村 恵吾 飯山高校 長野 3:01.13 +9.15 137.90 予選通過
25 64 01306290 橋本 礼徳 白馬中学校 長野 3:01.30 +9.32 予選通過
26 32 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連 3:02.10 +10.12 144.67 予選通過
27 43 01305404 土屋 優介 飯山高校 長野 3:02.28 +10.30 145.93 予選通過
28 31 01305414 山本 勇悟 中野立志館高校 長野 3:02.41 +10.43 146.84 予選通過
29 22 01303899 市村 優太郎 日本体育大学 学連 3:02.46 +10.48 147.18 予選通過
30 24 01305415 畔上 晃 中野立志館高校 長野 3:02.51 +10.53 147.53 予選通過
31 7 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連 3:02.64 +10.66 148.44 予選不通過
32 45 01304757 杉田 有生 鶴来高校 石川 3:03.20 +11.22 152.35 予選不通過
33 15 01303634 内田 亜汰瑠 東京農業大学 学連 3:03.46 +11.48 154.16 予選不通過
34 13 01300887 小島 佑司 ﾕｰｶﾘSC 愛媛 3:03.86 +11.88 156.95 予選不通過
35 18 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 3:03.89 +11.91 157.16 予選不通過
36 33 01304904 丸山 虎之丞 中野立志館高校 長野 3:04.03 +12.05 158.14 予選不通過
37 35 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野 3:04.25 +12.27 159.67 予選不通過

=38 41 01305405 栗林 和希 中野立志館高校 長野 3:04.87 +12.89 164.00 予選不通過
=38 44 01304877 篠崎 仁志 白馬高校 長野 3:04.87 +12.89 164.00 予選不通過

40 16 01303911 松倉 源帥 中央大学 長野 3:05.33 +13.35 167.21 予選不通過
41 46 01305096 竹村 泰河 白馬高校 長野 3:05.71 +13.73 169.86 予選不通過
42 14 01303910 高橋 飛悠 京都産業大学 学連 3:05.90 +13.92 171.19 予選不通過
43 38 01304876 泉原 直幸 白馬高校 長野 3:06.34 +14.36 174.26 予選不通過
44 34 01304909 岩下 聖 中野立志館高校 長野 3:06.82 +14.84 177.61 予選不通過
45 52 01306157 北出 竜之介 鶴来高校 石川 3:07.46 +15.48 182.07 予選不通過
46 28 01303626 杉崎 勇次 東洋大学 学連 3:07.61 +15.63 183.12 予選不通過
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47 20 01304284 高相 幸也 立命館大学 学連 3:07.98 +16.00 185.70 予選不通過
48 47 01304755 今川 雅紀 鶴来高校 石川 3:08.11 +16.13 186.61 予選不通過
49 63 01305882 佐藤 聡太 飯山高校 長野 3:08.41 +16.43 188.70 予選不通過
50 58 01306098 髙橋 海人 飯山高校 長野 3:08.61 +16.63 190.10 予選不通過
51 56 01305879 青木 力杜 中野立志館高校 長野 3:08.66 +16.68 190.45 予選不通過
52 40 01304878 横山 武史 白馬高校 長野 3:09.18 +17.20 194.07 予選不通過
53 49 01305682 竹田 晴紀 鶴来高校 石川 3:10.43 +18.45 202.80 予選不通過
54 39 01304874 杉崎 哲斗 飯山高校 長野 3:11.23 +19.25 208.38 予選不通過
55 57 01306072 嶋田 悠二 長野高専 長野 3:12.30 +20.32 215.84 予選不通過
56 30 01300766 久保田 朗広 東京農業大学 学連 3:12.44 +20.46 216.82 予選不通過
57 72 01305960 畔上 悠太 中野立志館高校 長野 3:12.78 +20.80 219.19 予選不通過
58 53 01305985 小野塚 航太 松代高校 新潟 3:13.96 +21.98 227.43 予選不通過
59 68 01306415 湯本 樹 木島平中学校 長野 3:15.02 +23.04 予選不通過
60 59 01306413 森 大河 木島平中学校 長野 3:16.73 +24.75 予選不通過
61 66 01306095 江村 拓哉 飯山高校 長野 3:16.95 +24.97 248.29 予選不通過
62 65 01305883 高相 幸世 中野立志館高校 長野 3:19.11 +27.13 263.36 予選不通過
63 62 01305958 幾田 林太郎 白馬高校 長野 3:21.76 +29.78 281.85 予選不通過
64 61 01306615 中澤 和也 飯山高校 長野 3:22.59 +30.61 287.64 予選不通過
65 50 01305683 山下 翔生 鶴来高校 石川 3:23.91 +31.93 296.85 予選不通過
66 27 01303906 石川 夏暉 日本体育大学 学連 3:25.61 +33.63 308.72 予選不通過
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夏暉 本体育大学 学連 予選不通過
67 71 01306056 小俣 尚悟 飯山高校 長野 3:27.64 +35.66 322.88 予選不通過
68 69 01305955 清水 貴弘 上田西高校 長野 3:35.68 +43.70 378.98 予選不通過

3 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 DS 予選不通過
12 01303046 原山 和也 京都産業大学 学連 DS 予選不通過
25 01303912 大塚 栄青 國學院大学 学連 DS 予選不通過
60 01305886 山本 啓将 中野立志館高校 長野 DS 予選不通過

雪温 気温
09:30  雪  ソフト -3℃ 5.5℃ 72％ 東 2.5m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
72 68 0 0 4

技術代表 セクレタリー

中山 哲治 藤本 智教
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第３９回長野県スキー大会週間
(公財)全日本スキー連盟Ｂ級公認

第83回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目

公式成績表

男子 1.3 km スプリント フリー

木島平クロスカントリー競技場 / 長野県木島平村 2017/01/19 開始時間 09:45 終了時間 12:18

 技術代表 中山 哲治 SAN  コース名 木島平クロスカントリーコース

 アシスタント技術代表 東 禎孝 SAN  標高差 15m 
 競技委員長 市川 昭 SAN  極限登高標高差 13m 

 合計登高 16m 
 全長 1.3Km 
 周回数 1 
 ｺｰｽ公認Ｎｏ SAJ29-CC-59/99 

1 4 決勝 A 01303637 本間 有次 立命館大学 学連
2 3 決勝 A 01303635 馬場 直人 専修大学 学連
3 12 決勝 A 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連
4 9 決勝 A 01300747 市村 耕太郎 ﾕｰｶﾘSC 愛媛
5 6 決勝 A 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連
6 15 決勝 A 01304891 山本 涼太 中野立志館高校 長野

7 1 準決勝 01303054 渡辺 瑛仁 明治大学 学連
8 17 準決勝 01300966 田中 北人 ﾕｰｶﾘSC 愛媛
9 10 準決勝 01303903 酒井 悠司 中央大学 学連

10 13 準決勝 01304881 千野 泰河 飯山高校 長野

ジュリー コース データ

順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名 都道府県 備考

10 13 準決勝 01304881 千野 泰河 飯山高校 長野
11 5 準決勝 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野
12 18 準決勝 01303905 渡辺 基嗣 専修大学 学連

13 11 準々決勝 01304901 山本 雄陽 中野立志館高校 長野
14 14 準々決勝 01301439 小山 祐 岐阜日野自動車SC 岐阜
15 19 準々決勝 01303624 小林 比呂 日本大学 学連
16 7 準々決勝 01304902 渡邉 万葉 中野立志館高校 長野
17 8 準々決勝 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野
18 20 準々決勝 01305097 長澤 匠吾 白馬高校 長野
19 22 準々決勝 01304285 糸乗 佳太 明治大学 学連
20 26 準々決勝 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連
21 16 準々決勝 01306414 森 龍希 木島平中学校 長野
22 21 準々決勝 01305891 千野 竜河 飯山高校 長野
23 23 準々決勝 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野
24 24 準々決勝 01305094 松村 恵吾 飯山高校 長野
25 29 準々決勝 01303899 市村 優太郎 日本体育大学 学連
26 2 準々決勝 01305723 郷津 知哉 白馬高校 長野
27 25 準々決勝 01306290 橋本 礼徳 白馬中学校 長野
28 27 準々決勝 01305404 土屋 優介 飯山高校 長野
29 28 準々決勝 01305414 山本 勇悟 中野立志館高校 長野
30 30 準々決勝 01305415 畔上 晃 中野立志館高校 長野

31 予選 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連
32 予選 01304757 杉田 有生 鶴来高校 石川
33 予選 01303634 内田 亜汰瑠 東京農業大学 学連
34 予選 01300887 小島 佑司 ﾕｰｶﾘSC 愛媛
35 予選 01300767 竹節 優希 中央大学 学連
36 予選 01304904 丸山 虎之丞 中野立志館高校 長野
37 予選 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野

=38 予選 01305405 栗林 和希 中野立志館高校 長野
=38 予選 01304877 篠崎 仁志 白馬高校 長野

40 予選 01303911 松倉 源帥 中央大学 長野
41 予選 01305096 竹村 泰河 白馬高校 長野
42 予選 01303910 高橋 飛悠 京都産業大学 学連
43 予選 01304876 泉原 直幸 白馬高校 長野
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男子 1.3 km スプリント フリー

木島平クロスカントリー競技場 / 長野県木島平村 2017/01/19 開始時間 09:45 終了時間 12:18

44 予選 01304909 岩下 聖 中野立志館高校 長野
45 予選 01306157 北出 竜之介 鶴来高校 石川
46 予選 01303626 杉崎 勇次 東洋大学 学連
47 予選 01304284 高相 幸也 立命館大学 学連
48 予選 01304755 今川 雅紀 鶴来高校 石川
49 予選 01305882 佐藤 聡太 飯山高校 長野
50 予選 01306098 髙橋 海人 飯山高校 長野
51 予選 01305879 青木 力杜 中野立志館高校 長野
52 予選 01304878 横山 武史 白馬高校 長野
53 予選 01305682 竹田 晴紀 鶴来高校 石川
54 予選 01304874 杉崎 哲斗 飯山高校 長野
55 予選 01306072 嶋田 悠二 長野高専 長野
56 予選 01300766 久保田 朗広 東京農業大学 学連
57 予選 01305960 畔上 悠太 中野立志館高校 長野
58 予選 01305985 小野塚 航太 松代高校 新潟
59 予選 01306415 湯本 樹 木島平中学校 長野
60 予選 01306413 森 大河 木島平中学校 長野
61 予選 01306095 江村 拓哉 飯山高校 長野
62 予選 01305883 高相 幸世 中野立志館高校 長野
63 予選 01305958 幾田 林太郎 白馬高校 長野

都道府県 備考順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名

予選 幾 林 郎 馬高校 長野
64 予選 01306615 中澤 和也 飯山高校 長野
65 予選 01305683 山下 翔生 鶴来高校 石川
66 予選 01303906 石川 夏暉 日本体育大学 学連
67 予選 01306056 小俣 尚悟 飯山高校 長野
68 予選 01305955 清水 貴弘 上田西高校 長野

予選 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 DS
予選 01303046 原山 和也 京都産業大学 学連 DS
予選 01303912 大塚 栄青 國學院大学 学連 DS
予選 01305886 山本 啓将 中野立志館高校 長野 DS

雪温 気温
09:30  雪  ソフト -3℃ 5.5℃ 72％ 東 2.5m/s
12:00  曇り  ソフト -2℃ 5.5℃ 55％ 東 1.5m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
72 68 0 0 4

技術代表 セクレタリー

中山 哲治 藤本 智教
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第３９回長野県スキー大会週間
(公財)全日本スキー連盟Ｂ級公認

第83回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント種目

対戦リスト

男子 1.3 km スプリント フリー

木島平クロスカントリー競技場 / 長野県木島平村 2017/01/19

1 渡辺 瑛仁 明治大学
10 酒井 悠司 中央大学
11 山本 雄陽 中野立志館高校
20 長澤 匠吾 白馬高校
21 千野 竜河 飯山高校
30 畔上 晃 中野立志館高校

4 本間 有次 立命館大学
17 田中 北人 ﾕｰｶﾘSC 4 本間 有次 立命館大学
14 小山 祐 岐阜日野自動車SC 6 神宮司 悠人 東洋大学
7 渡邉 万葉 中野立志館高校 1 渡辺 瑛仁 明治大学

24 松村 恵吾 飯山高校 17 田中 北人 ﾕｰｶﾘSC
27 土屋 優介 飯山高校 10 酒井 悠司 中央大学

18 渡辺 基嗣 専修大学 4 本間 有次 立命館大学
3 馬場 直人 専修大学

12 湯本 啓太 早稲田大学
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湯本 啓 早稲 大学
6 神宮司 悠人 東洋大学 9 市村 耕太郎 ﾕｰｶﾘSC

15 山本 涼太 中野立志館高校 6 神宮司 悠人 東洋大学
5 笠原 陸 中野立志館高校 15 山本 涼太 中野立志館高校

26 篠崎 一仁 國學院大学
16 森 龍希 木島平中学校
25 橋本 礼徳 白馬中学校

9 市村 耕太郎 ﾕｰｶﾘSC
12 湯本 啓太 早稲田大学
19 小林 比呂 日本大学 3 馬場 直人 専修大学
22 糸乗 佳太 明治大学 12 湯本 啓太 早稲田大学
29 市村 優太郎 日本体育大学 15 山本 涼太 中野立志館高校
2 郷津 知哉 白馬高校 9 市村 耕太郎 ﾕｰｶﾘSC

13 千野 泰河 飯山高校
5 笠原 陸 中野立志館高校

3 馬場 直人 専修大学
13 千野 泰河 飯山高校
18 渡辺 基嗣 専修大学
8 髙橋 汰門 飯山高校

23 岡村 慧胤 白馬高校
28 山本 勇悟 中野立志館高校
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