
公式成績表

男子 2.5 km フリー 

長野県下高井郡木島平村 2021/03/21 開始時間 09:30 終了時間 10:03

 技術代表 市川　昭 ＳＡＪ  コース名 木島平クロスカントリー競技場 

 技術代表アシスタント 飯森　洋一 ＳＡＮ  標高差 31 

 競技委員長 祢津　和利 ＫＳＣ  極限登高標高差 32 

 合計登高 84 

 全長 2.5km 

 公認番号 SAJ03-CC-56/99 

1 33 畔上 蒼野 野沢温泉小学校 長野 7:23.7 0.0

2 44 森 星七 野沢温泉小学校 長野 7:32.8 +9.1

3 8 中尾 グスタボ 白馬南小学校 長野 7:41.8 +18.1

4 30 落合 大翔 玉野小学校 山形 7:43.3 +19.6

5 18 前田 怜和 白馬北小学校 長野 7:44.3 +20.6

6 28 金丸 拓寛 KAAC 秋田 7:50.8 +27.1

7 11 山本 生吹 木島平小学校 長野 7:52.1 +28.4

8 39 古田 陸翔 KAAC 秋田 7:53.4 +29.7

9 23 相崎 基 吉田小学校 新潟 7:55.5 +31.8

10 22 金井 珀人 山ノ内西小学校 長野 7:55.6 +31.9

11 41 鈴木 士愛 木島平小学校 長野 7:55.7 +32.0

12 24 岡田 幸輝 中郷小学校 新潟 7:57.1 +33.4

13 17 髙橋 優太朗 飯山小学校 長野 8:00.1 +36.4

14 36 工藤 信介 喜茂別小学校 北海道 8:03.4 +39.7

15 65 小嶋 心哉 新井小学校 新潟 8:04.0 +40.3

16 46 山田 縁美 白馬北小学校 長野 8:07.2 +43.5

17 16 山口 渡史樹 山ノ内東小学校 長野 8:07.9 +44.2

18 3 富井 陸 川治小学校 新潟 8:08.1 +44.4

19 9 上村 貫太 浦佐小学校 新潟 8:09.3 +45.6

20 60 山本 修矢 山ノ内東小学校 長野 8:11.5 +47.8

21 7 宮尾 大稀 中郷小学校 新潟 8:11.9 +48.2

22 38 古舘 航太郎 御明神XCスポーツ少年団 岩手 8:13.0 +49.3

23 25 樋口 幹都 まつのやま学園 新潟 8:14.3 +50.6

24 34 亀田 春輝 馬門小学校 青森 8:16.4 +52.7

=25 31 和久 玄 和寒小学校 北海道 8:18.0 +54.3

=25 42 根津 和弘 下条小学校 新潟 8:18.0 +54.3

27 15 小海 楽空 吉田小学校 新潟 8:22.6 +58.9

28 59 田中 晟悟 新井小学校 新潟 8:24.2 +1:00.5

29 62 川邊 陽太 山ノ内東小学校 長野 8:25.2 +1:01.5

30 49 佐藤 慶 東川小学校 北海道 8:27.9 +1:04.2

31 32 國廣 泰地 札幌北野平小学校 北海道 8:29.3 +1:05.6

32 26 近藤 凌久 玉野小学校 山形 8:29.6 +1:05.9

33 51 松本 凌汰 美幌旭小学校 北海道 8:31.3 +1:07.6

34 57 春日 蒼生 吉田小学校 新潟 8:39.3 +1:15.6

35 48 内藤 崚 白馬南小学校 長野 8:41.8 +1:18.1

36 74 古谷 優翔 泉台小学校 長野 8:46.2 +1:22.5

37 12 小林 亮輝 尾花沢小学校 山形 8:46.8 +1:23.1

38 27 星 柊斗 千里小学校 福島 8:47.0 +1:23.3

39 37 長瀬 比呂 朝日Jr.XC 岐阜 8:47.4 +1:23.7

40 6 中嶋 大將 湯沢YSAC 秋田 8:50.0 +1:26.3

41 79 中野 航成 女満別小学校 北海道 8:51.7 +1:28.0

42 20 菅原 蛍太 湯沢YSAC 秋田 8:51.9 +1:28.2

43 40 田村 虹太 塩沢小学校 新潟 8:54.3 +1:30.6

44 72 小島 善 飯山小学校 長野 8:55.3 +1:31.6

45 10 荒井 仁 京極小学校 北海道 8:57.5 +1:33.8

46 14 中村 飛陽 東北小学校 青森 8:58.6 +1:34.9

47 21 大瀬 優貴 上平小学校 富山 8:59.0 +1:35.3
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48 53 六塚 凜 木島小学校 長野 8:59.1 +1:35.4

49 4 徳永 惟吹 十日町市立西小学校 新潟 8:59.9 +1:36.2

50 5 小檜山 悠斗 緑小学校 福島 9:00.3 +1:36.6

51 55 田中 遥光 白馬南小学校 長野 9:02.6 +1:38.9

52 13 阿部 優翔 金山小学校 山形 9:05.0 +1:41.3

53 87 相浦 友哉 中郷小学校 新潟 9:05.6 +1:41.9

54 66 藤沢 漣 喜茂別小学校 北海道 9:09.6 +1:45.9

55 61 児玉 明謙 吉田小学校 新潟 9:10.0 +1:46.3

56 54 神沼 天希 金山小学校 山形 9:10.3 +1:46.6

57 43 清水 快真 神代XCｽﾎﾟｰﾂ少年団 秋田 9:16.5 +1:52.8

58 76 古川 咲音 千里小学校 福島 9:17.8 +1:54.1

59 2 大川原 楓 緑小学校 福島 9:17.9 +1:54.2

60 85 髙橋 昇太 泉台小学校 長野 9:18.5 +1:54.8

61 77 細澤 蒼太 小谷小学校 長野 9:19.1 +1:55.4

62 1 古舘 拓 御明神XCスポーツ少年団 岩手 9:19.6 +1:55.9

63 29 佐藤 結斗 千里小学校 福島 9:26.1 +2:02.4

64 82 阿部 壮一朗 十日町小学校 新潟 9:28.6 +2:04.9

65 83 山本 陽崇 倶知安小学校 北海道 9:29.6 +2:05.9

66 81 松沢 迅 白馬北小学校 長野 9:33.2 +2:09.5

67 45 安西 思温 尾花沢小学校 山形 9:35.5 +2:11.8

68 88 折原 謙心 玉野小学校 山形 9:38.1 +2:14.4

69 80 高嶋 日登 雄勝小学校 秋田 9:38.7 +2:15.0

70 86 佐藤 秀斗 まつのやま学園 新潟 9:45.6 +2:21.9

71 67 戸舘 政仁 八幡平小学校 秋田 9:52.2 +2:28.5

72 58 高橋 昌峯 仙南小学校 秋田 9:52.5 +2:28.8

73 63 矢崎 昴大 馬門小学校 青森 9:53.3 +2:29.6

74 69 宮﨑 出 芦ケ崎小学校 新潟 9:54.7 +2:31.0

75 70 堀江 玲音 尾花沢小学校 山形 9:55.3 +2:31.6

76 75 宮下 愛翔 妙高小学校 新潟 9:57.3 +2:33.6

77 47 吉野 碧紀 片品小学校 群馬 10:07.8 +2:44.1

78 78 熊谷 学斗 大石田南小学校 山形 10:10.3 +2:46.6

79 64 宮﨑 大輔 上平小学校 富山 10:11.9 +2:48.2

80 50 渡部 湧斗 長瀬小学校 福島 10:15.6 +2:51.9

81 52 小牧 颯太 尾花沢小学校 山形 10:15.8 +2:52.1

82 89 松山 煌生 東北小学校 青森 10:22.6 +2:58.9

83 68 安保 和 田山スポーツ少年団 岩手 10:24.1 +3:00.4

84 73 関 兼二郎 中之島小学校 新潟 10:41.9 +3:18.2

85 56 大竹 芳季 長瀬小学校 福島 10:44.1 +3:20.4

86 84 五十嵐 永遠 千里小学校 福島 10:48.5 +3:24.8

87 35 松本 隆聖 西部小学校 群馬 11:05.8 +3:42.1

88 71 尾崎 結哉 大湯小学校 秋田 11:20.6 +3:56.9

19 宮下 慶太郎 北海道教育大付属旭川小学 北海道 DNF
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雪温 気温

09:30  曇り  不良 0.7℃ 15.0℃ 40％ 南 2.0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS

89 88 0 1 0 0

技術代表 セクレタリー

市川　昭 髙木　良男
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