
第９０回全日本スキー選手権大会

長野県予選会
公式成績表

男子 1.2 km スプリント クラシカル

長野県／野沢温泉村 2012/01/21 開始時間 09:30 終了時間 12:02

 技術代表 斎藤　正人 SAN  コース名 南原クロスカントリーコース

 技術代表アシスタント 東　　禎孝 SAN  極限登高標高差 １０．１ｍ

 競技委員長 市川　　昭 野沢  合計登高 １７．０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 14 決勝 A 1300800 栗山 大貴 白馬高校 長野
2 17 決勝 A 1300782 レンティング 陽 早稲田大学 学連
3 1 決勝 A 1300792 岡田 瑞生 飯山高校 長野
4 13 決勝 A 1300700 丸山 航平 近畿大学 学連
5 10 決勝 A 1300793 吉家 奨 飯山高校 長野
6 5 決勝 A 1303053 湯本 啓太 中野立志館高校 長野

7 11 決勝 B 1300781 中村 寿真 飯山高校 長野
8 2 決勝 B 1303054 渡辺 瑛仁 中野立志館高校 長野
9 6 決勝 B 1300775 池田 圭介 中野立志館高校 長野

10 9 決勝 B 1300768 馬場 雄樹 中野立志館高校 長野
11 8 決勝 B 1300790 久保 洸介 中野立志館高校 長野
12 25 決勝 B 1303625 佐々木 努 飯山高校 長野

13 7 準々決勝 1300829 山本 照彦 飯山高校 長野
14 12 準々決勝 1300807 篠﨑 健太 白馬高校 長野
15 18 準々決勝 1300747 市村 耕太郎 飯山高校 長野
16 16 準々決勝 1302690 神宮司 悠人 白馬高校 長野
17 19 準々決勝 1300766 久保田 朗広 中野立志館高校 長野
18 24 準々決勝 1300720 早川 敬 白馬高校 長野
19 28 準々決勝 1300682 山岸 一樹 下高井農林高校 長野
20 30 準々決勝 1300697 佐々木 祥太 飯山北高校 長野
21 4 準々決勝 1300685 品澤 大貴 飯山高校 長野
22 15 準々決勝 1300767 竹節 優希 飯山高校 長野
23 20 準々決勝 1300733 篠崎 一仁 白馬高校 長野
24 23 準々決勝 1300696 松村 省吾 飯山高校 長野
25 29 準々決勝 1302633 大平 将吾 飯山北高校 長野
26 3 準々決勝 1303046 原山 和也 飯山高校 長野
27 21 準々決勝 1302691 今井 大輝 白馬高校 長野
28 22 準々決勝 1302696 平野 諒栄 飯山高校 長野
29 26 準々決勝 1300707 市川 祐介 下高井農林高校 長野
30 27 準々決勝 1300694 勝山 竜成 下高井農林高校 長野

31 予選 1300732 塩嶋 耕平 長野高専 長野
32 予選 1303048 井上 岳 飯山北高校 長野
33 予選 1302697 池田 翔一 飯山北高校 長野
34 予選 1300711 横山 諒 長野高専 長野

予選 1300556 駒村 俊介 黒姫和漢薬研究所 快 長野
予選 1300759 松村 和俊 早稲田大学 学連
予選 1303045 山本 裕 飯山北高校 長野
予選 1302689 田中 智瑛 白馬高校 長野
予選 1303047 鹿住 颯良 飯山北高校 長野
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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



第９０回全日本スキー選手権大会

長野県予選会
公式成績表

男子 1.2 km スプリント クラシカル

長野県／野沢温泉村 2012/01/21 開始時間 09:30 終了時間 12:02

雪温 気温
09:30  雪  普通 0℃ 3℃ 72％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
39 33 0 0 0 6

技術代表 セクレタリー

斎藤　正人 鈴木　幸弘
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順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名

参加者

都道府県

時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速


