
公式成績表

小学生男子１・２年 1.0 km クラシカル
白馬岩岳 - 長野県 2013/01/27 開始時間 10:50 終了時間 11:05

 技術代表 鷲澤　善和 SAN  コース名 岩岳ラビランコース

 アシスタント技術代表 和田　光三 SAN  標高差 10m 
 競技委員長 中村　堅 HSC  極限登高標高差 10m 

 合計登高 10m 
 全長 1km 
 周回数 1 

1 42 佐藤 虹 木島平小学校 長野 3:45.4 0.0
2 45 山崎 広翔 山ノ内西小学校 長野 4:00.2 +14.8
3 37 町田 朝陽 山ノ内南小学校 長野 4:13.3 +27.9
4 32 宮島 早水 木島平小学校 長野 4:16.4 +31.0
5 38 須田 愛佑 山ノ内西小学校 長野 4:18.2 +32.8
6 35 徳竹 佑哉 山ノ内北小学校 長野 4:18.7 +33.3
7 48 佐藤 秀 山ノ内南小学校 長野 4:20.7 +35.3
8 41 松澤 柊斗 泉台小学校 長野 4:21.5 +36.1
9 40 千野 伸河 飯山小学校 長野 4:25.7 +40.3

10 44 吉池 泰一 山ノ内北小学校 長野 4:30.7 +45.3
11 36 川辺 仁太 山ノ内東小学校 長野 4:44.9 +59.5
12 43 祖父江 奏汰 戸狩小学校 長野 4:59.5 +1:14.1
13 33 丸山 瑞樹 泉台小学校 長野 4:59.9 +1:14.5
14 49 大日方 彩吹 飯山常盤小学校 長野 5:02.3 +1:16.9
15 46 荻原 優翔 倭小学校 長野 5:03.9 +1:18.5
16 26 今別府 輝 泉台小学校 長野 5:06.5 +1:21.1
17 30 小野沢 秀太 山ノ内西小学校 長野 5:07.6 +1:22.2
18 34 小笠原 宙 戸狩小学校 長野 5:08.2 +1:22.8
19 31 嶋田 大輝 科野小学校 長野 5:10.6 +1:25.2
20 50 市川 慧 科野小学校 長野 5:18.0 +1:32.6
21 47 清水 大幹 山ノ内東小学校 長野 5:18.2 +1:32.8
22 28 川久保 力生 戸狩小学校 長野 5:26.4 +1:41.0
23 25 滝澤 蓮 山ノ内南小学校 長野 5:27.7 +1:42.3
24 29 稲田 結矢 山ノ内南小学校 長野 5:52.8 +2:07.4
25 24 佐藤 汰祐 山ノ内西小学校 長野 6:00.1 +2:14.7
26 39 渡邊 雄亮 科野小学校 長野 6:20.5 +2:35.1
27 27 土屋 大地 木島平小学校 長野 6:24.4 +2:39.0

51 山﨑 野生 飯山木島小学校 長野 DS

雪温 気温
10:30  曇り  Soft -3.5℃ 1.0℃ 北東 2.0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
28 27 0 0 1

技術代表 セクレタリー

鷲澤　善和 松澤　宏和
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風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質
温度

ジュリー コース データ

順位 Bib SAJ
コード

名前 所属名 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差


