
公式成績表

５・６年男子 3.0 km クラシカル 

栂池高原 - 長野県 2023/02/26 開始時間 09:45 終了時間 10:12

 技術代表 木内 智章 SAN  コース名 前山クロスカントリーコース 

 技術代表アシスタント 関 芳明 OSK  標高差 28m 

 競技委員長 鷲澤 善和 OSK  極限登高標高差 14m 

 合計登高 95m 

 全長 3.0Km 

 周回数 1 

 公認番号 SAJ05-CC-33/97 

1 102 岩井 秀達 信濃町クロスカントリース 長野 10:55.7 0.0
2 99 宮澤 江瑠 小谷小学校 長野 11:05.2 +9.5
3 107 菅沼 煌士朗 山ノ内南小学校 長野 11:08.0 +12.3
4 96 大塚 丈瑠 山ノ内南小学校 長野 11:26.0 +30.3
5 104 斉藤 隆希 飯山小学校 長野 11:29.2 +33.5
6 98 矢嶋 豪明 菅平小学校 長野 11:55.9 +1:00.2
7 85 藤澤 翔真 山ノ内南小学校 長野 12:11.1 +1:15.4
8 86 須藤 誉生 高社小スキークラブ 長野 12:14.8 +1:19.1
9 97 西方 志有 野沢温泉小学校 長野 12:25.3 +1:29.6

10 103 山本 湧心 木島小学校 長野 12:25.7 +1:30.0
11 95 山田 奏汰 高社小スキークラブ 長野 12:25.9 +1:30.2
12 94 養田 駿大 山ノ内南小学校 長野 12:27.4 +1:31.7
13 90 山下 颯真 菅平小学校 長野 12:39.2 +1:43.5
14 89 髙橋 陽斗 常盤小学校 長野 12:40.2 +1:44.5
15 106 青木 晴 常盤小学校 長野 12:43.8 +1:48.1
16 108 岡田 知登 白馬北小学校 長野 12:44.3 +1:48.6
17 75 永沢 奏真 高社小スキークラブ 長野 12:45.2 +1:49.5
18 109 花岡 空翔 高社小スキークラブ 長野 12:47.5 +1:51.8
19 76 小湊 陵平 山ノ内南小学校 長野 12:50.0 +1:54.3
20 80 髙相 大偉 山ノ内南小学校 長野 12:57.1 +2:01.4
21 93 岡村 榛馬 飯山小学校 長野 13:03.7 +2:08.0
22 83 富井 陽友 飯山小学校 長野 13:17.0 +2:21.3
23 88 飯森 清太 白馬北小学校 長野 13:31.6 +2:35.9
24 81 池田 陽向 野沢温泉小学校 長野 13:53.2 +2:57.5
25 73 石澤 瑠望 木島小学校 長野 13:58.2 +3:02.5
26 79 前田 和武偉 白馬北小学校 長野 14:02.8 +3:07.1
27 77 町田 夢真 高社小スキークラブ 長野 14:04.5 +3:08.8
28 100 竹内 鉄郎 木島平小学校 長野 14:14.7 +3:19.0
29 84 大熊 隆仁 常盤小学校 長野 14:19.6 +3:23.9
30 74 水野 奏汰 常盤小学校 長野 14:21.0 +3:25.3
31 91 丸山 空飛 木島小学校 長野 14:21.9 +3:26.2
32 101 山本 夏偉 山ノ内西小学校 長野 14:24.9 +3:29.2
33 78 湯本 玲 木島平小学校 長野 14:33.6 +3:37.9
34 82 齊藤 翼 木島小学校 長野 14:59.7 +4:04.0
35 72 小林 蒼介 飯山小学校 長野 15:10.1 +4:14.4
36 105 山室 橙矢 泉台小学校 長野 15:14.5 +4:18.8
37 87 長坂 太頼 木島平小学校 長野 15:38.6 +4:42.9
38 71 茂手木 大心 野沢温泉小学校 長野 15:48.1 +4:52.4

92 河野 成太 野沢温泉小学校 長野 DNS
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公式成績表

５・６年男子 3.0 km クラシカル 

栂池高原 - 長野県 2023/02/26 開始時間 09:45 終了時間 10:12

雪温 気温
09:30  雪  ソフト -3℃ -1℃ 南 3m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS
39 38 0 0 1 0

技術代表 セクレタリー

木内 智章 佐藤 孝行

Print Date: Sun 26 Feb 2023  Print Time: 10:34 Page: 2/2

参加者

ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

時刻 天候 雪質
温度

風向 / 風速

順位 Bib
SAJ

コード
名前 所属名 都道府県


