
公式成績表

小学４・６年男子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2021/03/14 開始時間 09:25 終了時間 09:57

 技術代表 藍葉　弘之 ＳＡＮ コース名 南原クロスカントリーコース 

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ 標高差 ２３ｍ 

極限登高標高差 ３６ｍ 

合計登高 ３０ｍ 

全長 １．２ｋｍ 

周回数 １ 

1 28 森　　星七(6) 野沢温泉小学校 4:19.06 0.00 予選通過

2 9 前田　怜和(6) 白馬北小学校 4:19.62 +0.56 予選通過

3 6 鈴木　士愛(6) 木島平小学校 4:24.34 +5.28 予選通過

4 4 金井　珀人(6) 山ノ内西小学校 4:25.60 +6.54 予選通過

5 12 中尾  グスタボ(6) 白馬南小学校 4:26.62 +7.56 予選通過

6 1 小嶋　心哉(5) 矢代ＪＳＣ 4:26.88 +7.82 予選通過

7 8 岡田　幸輝(6) 中郷小学校 4:27.05 +7.99 予選通過

8 27 山田　縁美(6) 白馬北小学校 4:29.63 +10.57 予選通過

9 11 山本　修矢(6) 山ノ内東小学校 4:35.64 +16.58 予選通過

10 48 宮尾　大稀(6) 中郷小学校 4:38.16 +19.10 予選通過

11 25 髙橋優太朗(6) 飯山小学校 4:40.81 +21.75 予選通過

12 47 山本　生吹(6) 木島平小学校 4:42.67 +23.61 予選通過

13 3 菅沼　煌士朗(4) 山ノ内南小学校 4:44.93 +25.87 予選通過

14 44 田中　遥光(6) 白馬南小学校 4:47.33 +28.27 予選通過

15 38 山口渡史樹(6) 山ノ内東小学校 4:48.05 +28.99 予選通過

16 5 米川　颯真(6) 牧ＸＣ 4:49.82 +30.76 予選通過

17 24 古谷　優翔(6) 泉台小学校 4:52.40 +33.34 予選通過

18 49 川邊　陽太(5) 山ノ内東小学校 4:53.73 +34.67 予選通過

19 26 小島　　善(5) 飯山小学校 4:55.85 +36.79 予選通過

20 55 田中　晟悟(5) 矢代ＪＳＣ 4:57.33 +38.27 予選通過

21 71 山﨑　玲士(6) 中郷小学校 5:00.32 +41.26 予選通過

22 40 佐藤　源太(5) 山ノ内南小学校 5:03.90 +44.84 予選通過

23 30 服部　　尚(6) 泉台小学校 5:06.40 +47.34 予選通過

24 22 六塚　　凜(6) 木島小学校 5:06.88 +47.82 予選通過

25 87 相浦　友哉(5) 中郷小学校 5:08.86 +49.80 予選不通過

26 10 滝澤　椿人(6) 妙高高原北小学校 5:10.66 +51.60 予選不通過

27 95 小山　廉斗(5) 白馬南小学校 5:10.88 +51.82 予選不通過

28 68 山本　隆太(6) 木島平小学校 5:14.67 +55.61 予選不通過

29 15 矢嶋　潔明(5) 菅平小学校 5:14.77 +55.71 予選不通過

30 42 加藤　煌晟(5) 信濃小中学校 5:16.19 +57.13 予選不通過

31 65 大塚　丈瑠(4) 山ノ内南小学校 5:16.56 +57.50 予選不通過

32 19 山本　恵叶(6) 高社小学校 5:18.29 +59.23 予選不通過

33 56 関口　侃亮(5) 山ノ内南小学校 5:19.52 +1:00.46 予選不通過

34 59 岡田　岳弘(6) 白馬北小学校 5:20.37 +1:01.31 予選不通過

35 98 岡田　知登(4) 白馬北小学校 5:20.44 +1:01.38 予選不通過

36 17 岩井　秀達(4) 信濃小中学校 5:20.66 +1:01.60 予選不通過

37 60 青木　克仁(5) 山ノ内西小学校 5:20.67 +1:01.61 予選不通過

38 39 内藤　　崚(6) 白馬南小学校 5:20.94 +1:01.88 予選不通過

39 41 松沢　　迅(5) 白馬北小学校 5:22.40 +1:03.34 予選不通過

40 51 丸山　出穂(6) 泉台小学校 5:22.97 +1:03.91 予選不通過

41 33 細澤　蒼太(6) 小谷小学校 5:24.05 +1:04.99 予選不通過

42 72 飯森　春人(6) 白馬北小学校 5:25.16 +1:06.10 予選不通過

43 46 宮澤　江瑠(4) 小谷小学校 5:26.27 +1:07.21 予選不通過

44 13 深石　新大(5) 戸狩小学校 5:28.02 +1:08.96 予選不通過

45 64 伊藤玲央那(6) 白馬北小学校 5:31.28 +1:12.22 予選不通過

46 67 斉藤　隆希(4) 飯山小学校 5:33.23 +1:14.17 予選不通過

47 76 山本　和季(5) 山ノ内南小学校 5:33.96 +1:14.90 予選不通過
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48 52 滝沢　俊太(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 5:35.02 +1:15.96 予選不通過

49 29 矢嶋　豪明(4) 菅平小学校 5:35.05 +1:15.99 予選不通過

50 79 髙橋　昇太(6) 泉台小学校 5:35.10 +1:16.04 予選不通過

51 31 太田　惟月(6) 木島小学校 5:36.08 +1:17.02 予選不通過

52 73 山本　夏芽(5) 山ノ内西小学校 5:37.22 +1:18.16 予選不通過

53 32 飯田　奏夢(5) 牧ＸＣ 5:37.77 +1:18.71 予選不通過

54 35 澤田　岳志(5) 信濃小中学校 5:39.96 +1:20.90 予選不通過

55 45 飯田　壱路(5) 牧ＸＣ 5:40.14 +1:21.08 予選不通過

56 94 南雲　朝陽(4) 牧ＸＣ 5:42.76 +1:23.70 予選不通過

57 80 丸山　翔大(6) 小谷小学校 5:43.53 +1:24.47 予選不通過

58 90 山本　湧心(4) 木島小学校 5:44.64 +1:25.58 予選不通過

59 20 青木　晴(4) 常盤小学校 5:44.77 +1:25.71 予選不通過

60 18 阿部　堪成(5) 栄小学校 5:46.87 +1:27.81 予選不通過

61 57 鈴木　　匠(6) 妙高高原北小学校 5:47.28 +1:28.22 予選不通過

62 37 出澤　一磨(6) 戸狩小学校 5:50.12 +1:31.06 予選不通過

63 21 鈴木　　陽(4) 草津小学校 5:50.13 +1:31.07 予選不通過

64 92 藤沢　翔真(4) 山ノ内南小学校 5:50.64 +1:31.58 予選不通過

65 82 佐々木大和(5) 白馬北小学校 5:51.36 +1:32.30 予選不通過

66 85 前田和武偉(4) 白馬北小学校 5:57.38 +1:38.32 予選不通過

67 70 石澤　　翔(6) 木島小学校 5:57.48 +1:38.42 予選不通過

68 62 池田　旭陽(6) 野沢温泉小学校 5:58.07 +1:39.01 予選不通過

69 83 髙相　大偉(4) 山ノ内南小学校 5:59.97 +1:40.91 予選不通過

70 16 佐藤　快翔(5) まつのやま学園 6:00.84 +1:41.78 予選不通過

71 61 南雲　晴陽(4) 牧ＸＣ 6:02.58 +1:43.52 予選不通過

72 34 清水　丈司(4) 草津小学校 6:03.40 +1:44.34 予選不通過

73 43 永沢　凛旺(5) 高社小学校 6:03.86 +1:44.80 予選不通過

74 36 島田　昌福(6) 高社小学校 6:09.49 +1:50.43 予選不通過

75 58 伊藤　　陸(5) 戸狩小学校 6:11.50 +1:52.44 予選不通過

76 54 片山　隼基(5) 信濃小中学校 6:11.92 +1:52.86 予選不通過

77 88 石川　和歩(5) 小谷小学校 6:13.29 +1:54.23 予選不通過

78 74 岡田　綾汰(4) 矢代ＪＳＣ 6:15.68 +1:56.62 予選不通過

79 53 丸山　拓人(5) 飯山小学校 6:18.20 +1:59.14 予選不通過

80 50 永沢　奏真(4) 高社小学校 6:18.31 +1:59.25 予選不通過

81 97 服部　海聖(4) 泉台小学校 6:20.87 +2:01.81 予選不通過

82 89 轟　　仁汰(5) 戸狩小学校 6:28.25 +2:09.19 予選不通過

83 77 羽深　泰紳(6) 牧ＸＣ 6:35.02 +2:15.96 予選不通過

84 75 佐々木陽大(5) 戸狩小学校 6:39.60 +2:20.54 予選不通過

85 7 我田　　平(4) 南魚沼ＪＲＣ 6:40.24 +2:21.18 予選不通過

86 23 上川　凌佑(5) 小谷小学校 6:41.33 +2:22.27 予選不通過

87 69 鈴木　　翔(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 6:43.51 +2:24.45 予選不通過

88 66 町田　夢真(4) 高社小学校 6:45.36 +2:26.30 予選不通過

89 81 町田　晴(4) 高社小学校 6:52.22 +2:33.16 予選不通過

90 84 小林　蒼介(4) 飯山小学校 6:54.69 +2:35.63 予選不通過

91 63 花岡　空翔(4) 高社小学校 7:00.81 +2:41.75 予選不通過

92 99 北村  友悠(4) 高社小学校 7:14.24 +2:55.18 予選不通過

93 78 上野琥太郎(4) 高社小学校 7:24.01 +3:04.95 予選不通過

94 91 新井  颯(5) 高社小学校 7:36.60 +3:17.54 予選不通過

95 93 阿部　慈永(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 7:44.37 +3:25.31 予選不通過

96 86 湯本　　玲(4) 木島平小学校 7:53.51 +3:34.45 予選不通過

2 畔上　蒼野(6) 野沢温泉小学校 DS 予選不通過

14 若井　　陸(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ DS 予選不通過

96 小林　元樹(5) 山ノ内西小学校 DS 予選不通過
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公式成績表

小学４・６年男子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2021/03/14 開始時間 09:25 終了時間 09:57

雪温 気温

09:00  曇り  ウエット 0℃ 3℃ 77％ 無風 

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS

99 96 0 0 0 3

技術代表 セクレタリー

藍葉　弘之 佐藤　金二
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公式成績表

小学４・６年男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2021/03/14 開始時間 09:25 終了時間 14:38

 技術代表 藍葉　弘之 ＳＡＮ  コース名 南原クロスカントリーコース 

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  標高差 ２３ｍ 

 極限登高標高差 ３６ｍ 

 合計登高 ３０ｍ 

 全長 １．２ｋｍ 

 周回数 １ 

1 1 決勝 森　　星七(6) 野沢温泉小学校

2 7 決勝 岡田　幸輝(6) 中郷小学校

3 3 決勝 鈴木　士愛(6) 木島平小学校

4 6 決勝 小嶋　心哉(5) 矢代ＪＳＣ

5 12 決勝 山本　生吹(6) 木島平小学校

6 5 決勝 中尾  グスタボ(6) 白馬南小学校

7 8 準決勝 山田　縁美(6) 白馬北小学校

8 10 準決勝 宮尾　大稀(6) 中郷小学校

9 9 準決勝 山本　修矢(6) 山ノ内東小学校

10 11 準決勝 髙橋優太朗(6) 飯山小学校

11 15 準決勝 山口渡史樹(6) 山ノ内東小学校

12 21 準決勝 山﨑　玲士(6) 中郷小学校

13 2 準々決勝 前田　怜和(6) 白馬北小学校

14 4 準々決勝 金井　珀人(6) 山ノ内西小学校

15 16 準々決勝 米川　颯真(6) 牧ＸＣ

16 19 準々決勝 小島　　善(5) 飯山小学校

17 13 準々決勝 菅沼　煌士朗(4) 山ノ内南小学校

18 14 準々決勝 田中　遥光(6) 白馬南小学校

19 18 準々決勝 川邊　陽太(5) 山ノ内東小学校

20 24 準々決勝 六塚　　凜(6) 木島小学校

21 17 準々決勝 古谷　優翔(6) 泉台小学校

22 22 準々決勝 佐藤　源太(5) 山ノ内南小学校

23 23 準々決勝 服部　　尚(6) 泉台小学校

24 20 準々決勝 田中　晟悟(5) 矢代ＪＳＣ DS

25 予選 相浦　友哉(5) 中郷小学校

26 予選 滝澤　椿人(6) 妙高高原北小学校

27 予選 小山　廉斗(5) 白馬南小学校

28 予選 山本　隆太(6) 木島平小学校

29 予選 矢嶋　潔明(5) 菅平小学校

30 予選 加藤　煌晟(5) 信濃小中学校

31 予選 大塚　丈瑠(4) 山ノ内南小学校

32 予選 山本　恵叶(6) 高社小学校

33 予選 関口　侃亮(5) 山ノ内南小学校

34 予選 岡田　岳弘(6) 白馬北小学校

35 予選 岡田　知登(4) 白馬北小学校

36 予選 岩井　秀達(4) 信濃小中学校

37 予選 青木　克仁(5) 山ノ内西小学校

38 予選 内藤　　崚(6) 白馬南小学校

39 予選 松沢　　迅(5) 白馬北小学校

40 予選 丸山　出穂(6) 泉台小学校

41 予選 細澤　蒼太(6) 小谷小学校

42 予選 飯森　春人(6) 白馬北小学校

43 予選 宮澤　江瑠(4) 小谷小学校

44 予選 深石　新大(5) 戸狩小学校
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45 予選 伊藤玲央那(6) 白馬北小学校

46 予選 斉藤　隆希(4) 飯山小学校

47 予選 山本　和季(5) 山ノ内南小学校

48 予選 滝沢　俊太(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ

49 予選 矢嶋　豪明(4) 菅平小学校

50 予選 髙橋　昇太(6) 泉台小学校

51 予選 太田　惟月(6) 木島小学校

52 予選 山本　夏芽(5) 山ノ内西小学校

53 予選 飯田　奏夢(5) 牧ＸＣ

54 予選 澤田　岳志(5) 信濃小中学校

55 予選 飯田　壱路(5) 牧ＸＣ

56 予選 南雲　朝陽(4) 牧ＸＣ

57 予選 丸山　翔大(6) 小谷小学校

58 予選 山本　湧心(4) 木島小学校

59 予選 青木　晴(4) 常盤小学校

60 予選 阿部　堪成(5) 栄小学校

61 予選 鈴木　　匠(6) 妙高高原北小学校

62 予選 出澤　一磨(6) 戸狩小学校

63 予選 鈴木　　陽(4) 草津小学校

64 予選 藤沢　翔真(4) 山ノ内南小学校

65 予選 佐々木大和(5) 白馬北小学校

66 予選 前田和武偉(4) 白馬北小学校

67 予選 石澤　　翔(6) 木島小学校

68 予選 池田　旭陽(6) 野沢温泉小学校

69 予選 髙相　大偉(4) 山ノ内南小学校

70 予選 佐藤　快翔(5) まつのやま学園

71 予選 南雲　晴陽(4) 牧ＸＣ

72 予選 清水　丈司(4) 草津小学校

73 予選 永沢　凛旺(5) 高社小学校

74 予選 島田　昌福(6) 高社小学校

75 予選 伊藤　　陸(5) 戸狩小学校

76 予選 片山　隼基(5) 信濃小中学校

77 予選 石川　和歩(5) 小谷小学校

78 予選 岡田　綾汰(4) 矢代ＪＳＣ

79 予選 丸山　拓人(5) 飯山小学校

80 予選 永沢　奏真(4) 高社小学校

81 予選 服部　海聖(4) 泉台小学校

82 予選 轟　　仁汰(5) 戸狩小学校

83 予選 羽深　泰紳(6) 牧ＸＣ

84 予選 佐々木陽大(5) 戸狩小学校

85 予選 我田　　平(4) 南魚沼ＪＲＣ

86 予選 上川　凌佑(5) 小谷小学校

87 予選 鈴木　　翔(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ

88 予選 町田　夢真(4) 高社小学校

89 予選 町田　晴(4) 高社小学校

90 予選 小林　蒼介(4) 飯山小学校

91 予選 花岡　空翔(4) 高社小学校

92 予選 北村  友悠(4) 高社小学校

93 予選 上野琥太郎(4) 高社小学校

94 予選 新井  颯(5) 高社小学校

95 予選 阿部　慈永(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ

96 予選 湯本　　玲(4) 木島平小学校

予選 畔上　蒼野(6) 野沢温泉小学校 DS

予選 若井　　陸(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ DS

予選 小林　元樹(5) 山ノ内西小学校 DS
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公式成績表

小学４・６年男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2021/03/14 開始時間 09:25 終了時間 14:38

雪温 気温

09:00  曇り  ウエット 0℃ 3℃ 77％ 無風 

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS

99 95 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

藍葉　弘之 佐藤　金二
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