
公式成績表

小学生男子３・４年 3.0 km クラシカル
白馬岩岳 - 長野県 2013/01/27 開始時間 11:20 終了時間 11:59

 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 65m 
 競技委員長 中村　堅 HSC  極限登高標高差 36m 

 合計登高 106m 
 全長 3km 
 周回数 1 

1 139 関 虹亜 飯山木島小学校 長野 14:44.1 0.0
2 140 栗林 侑希 木島平小学校 長野 15:04.5 +20.4
3 142 西村 優輝哉 山ノ内東小学校 長野 15:31.9 +47.8
4 133 笠原 将 山ノ内東小学校 長野 15:33.8 +49.7
5 135 藤沢 樹 山ノ内南小学校 長野 15:49.1 +1:05.0
6 122 佐藤 留旗 飯山木島小学校 長野 15:57.5 +1:13.4
7 119 中田 拓久斗 信濃小学校 長野 16:07.0 +1:22.9
8 130 松沢 響 白馬北小学校 長野 16:08.6 +1:24.5
9 109 常田 唯斗 飯山木島小学校 長野 16:09.3 +1:25.2

10 131 江津 颯人 白馬南小学校 長野 16:11.7 +1:27.6
11 128 小笠原 舜 戸狩小学校 長野 16:13.2 +1:29.1
12 112 小松 廣務 木島平小学校 長野 16:13.3 +1:29.2
13 116 小野沢 泰雅 山ノ内西小学校 長野 16:24.6 +1:40.5
14 132 徳竹 侑己 山ノ内北小学校 長野 16:30.6 +1:46.5
15 107 宮下 大征 信濃小学校 長野 16:31.7 +1:47.6
16 96 高橋 明流 木島平小学校 長野 16:37.2 +1:53.1
17 127 佐藤 柊 木島平小学校 長野 16:53.8 +2:09.7
18 136 狩野 竜 信濃小学校 長野 16:54.7 +2:10.6
19 117 西村 龍起 山ノ内東小学校 長野 17:02.3 +2:18.2
20 126 中川 雄太 小谷小学校 長野 17:14.6 +2:30.5
21 123 山本 晃輝 山ノ内東小学校 長野 17:19.5 +2:35.4
22 124 仲條 樹 飯山小学校 長野 17:21.9 +2:37.8
23 104 伊藤 大智 白馬南小学校 長野 17:23.9 +2:39.8
24 110 小林 賢二郎 飯山小学校 長野 17:49.1 +3:05.0
25 134 小淵 孝太 山ノ内西小学校 長野 18:05.1 +3:21.0
26 97 西澤 来波 白馬南小学校 長野 18:53.9 +4:09.8
27 120 太田 智也 飯山常盤小学校 長野 18:56.7 +4:12.6
28 99 鎌田 紘夢 信濃小学校 長野 19:04.6 +4:20.5
29 106 武田 拓磨 山ノ内南小学校 長野 19:14.6 +4:30.5
30 118 山本 隼平 山ノ内南小学校 長野 19:18.5 +4:34.4
31 125 武田 楽 泉台小学校 長野 19:32.3 +4:48.2
32 108 高島 颯大 飯山常盤小学校 長野 20:07.4 +5:23.3
33 105 川辺 一太 山ノ内東小学校 長野 20:14.3 +5:30.2
34 101 月岡 琉空 飯山小学校 長野 20:22.5 +5:38.4
35 100 井出 歩希 飯山常盤小学校 長野 20:26.9 +5:42.8
36 137 高島 侑希 飯山常盤小学校 長野 20:27.0 +5:42.9
37 114 小林 康貴 白馬北小学校 長野 20:30.8 +5:46.7
38 111 松澤 礼音 小谷小学校 長野 20:41.6 +5:57.5
39 121 池田 伊織 科野小学校 長野 21:17.3 +6:33.2
40 98 舩橋 隆寛 山ノ内東小学校 長野 21:25.4 +6:41.3
41 95 石川 健太 飯山小学校 長野 22:31.1 +7:47.0
42 138 高橋 広成 科野小学校 長野 23:34.3 +8:50.2
43 102 相澤 翔太 小谷小学校 長野 24:09.0 +9:24.9

103 祢津 利空 木島平小学校 長野 DS
113 宮崎 輝 野沢温泉小学校 長野 DS
115 田中 心乃祐 白馬南小学校 長野 DS
129 野崎 太一 野沢温泉小学校 長野 DS
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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
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ﾀｲﾑ

時間差
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141 小林 瑠斗 白馬南小学校 長野 DS

雪温 気温
11:30  曇り  Soft -3.5℃ 1.2℃ 北北東 1.5m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
48 43 0 0 5

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

所属名 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差順位 Bib SAJ
コード

名前


