
公式成績表

長野県選手権男子 1.6 km スプリント クラシカル

スノーハープ - 白馬村 2014/01/20 開始時間 09:45 終了時間 12:20

 技術代表 高木 良男 SAN  コース名 SP-M(1.6Km) 
 技術代表アシスタント 市川 昭 SAN  標高差 23m 
 競技委員長 下澤 弘嘉 HSC  極限登高標高差 23m 

 合計登高 47m 
 全長 1.6Km 
 周回数 1 
 コース公認No SAJ26-CC-41/97 

1 6 決勝 A 01303053 湯本 啓太 中野立志館高校 長野
2 5 決勝 A 01303054 渡辺 瑛仁 中野立志館高校 長野

3 3 決勝 B 01302690 神宮司 悠人 白馬高校 長野
4 10 決勝 B 01303046 原山 和也 飯山高校 長野
5 7 決勝 B 01302689 田中 智瑛 白馬高校 長野

6 14 準々決勝 01303637 本間 有次 中野立志館高校 長野
7 15 準々決勝 01303635 馬場 直人 中野立志館高校 長野
8 18 準々決勝 01303624 小林 比呂 飯山高校 長野
9 13 準々決勝 01303634 内田 亜汰瑠 中野立志館高校 長野

10 16 準々決勝 01303633 塩澤 芙雪 白馬高校 長野
11 21 準々決勝 01304285 糸乗 佳太 中野立志館高校 長野
12 24 準々決勝 01303904 寺沢 卓 飯山高校 長野
13 25 準々決勝 01302696 平野 諒栄 飯山高校 長野
14 27 準々決勝 01303864 宮﨑 凌大 飯山北高校 長野
15 28 準々決勝 01303912 大塚 栄青 白馬高校 長野
16 29 準々決勝 01303910 髙橋 飛悠 白馬高校 長野
17 30 準々決勝 01304284 高相 幸也 中野立志館高校 長野
18 20 準々決勝 01303638 長島 均 長野高校 長野
19 23 準々決勝 01305033 有賀 翼 白馬高校 長野
20 26 準々決勝 01303632 飯島 聖也 白馬高校 長野
21 17 準々決勝 01303628 清水 和成 飯山高校 長野 DS

22 予選 01303911 松倉 源帥 白馬高校 長野
23 予選 01303908 郷津 智史 白馬高校 長野
24 予選 01303901 鎌田 和音 飯山北高校 長野
25 予選 01303621 大口 魁斗 飯山高校 長野
26 予選 01303629 木原 渉 飯山北高校 長野
27 予選 01303620 藤本 航喜 飯山北高校 長野
28 予選 01303626 杉崎 勇次 飯山高校 長野
29 予選 01303899 市村 優太郎 飯山北高校 長野
30 予選 01303865 鈴木 光一郎 下高井農林高校 長野
31 予選 01303907 北沢 一馬 白馬高校 長野
32 予選 01304288 櫻井 龍馬 中野立志館高校 長野
33 予選 01303906 石川 夏暉 中野立志館高校 長野
34 予選 01303252 田中 遼 飯山北高校 長野
35 予選 01303903 酒井 悠司 飯山高校 長野

予選 01303905 渡辺 基嗣 飯山高校 長野 DS
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公式成績表

長野県選手権男子 1.6 km スプリント クラシカル

スノーハープ - 白馬村 2014/01/20 開始時間 09:45 終了時間 12:20

雪温 気温
09:30  晴れ  ハード -6℃ -5℃ 80％ 無風
11:00  曇り  ハード -5℃ 1℃ 72％ 無風
12:00  曇り  ハード -5℃ -1℃ 58％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
36 34 0 0 2 0

技術代表 セクレタリー

高木 良男 田中 洋介
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風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度

第 80 回長野県スキー選手権大会
(ノルディック種目）

第 36 回長野県スキー大会週間
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