
公式成績表

中学男子 6 km クラシカル 

栂池高原 - 長野県 2023/02/26 開始時間 09:00 終了時間 09:38

 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 190m 

 全長 3.0Km 

 周回数 2 

 公認番号 SAJ05-CC-33/97 

1 34 黒岩 佳祐 山ノ内中学校 長野 18:29.8 0.0
2 27 山﨑 宏 城南中学校 長野 18:47.6 +17.8
3 29 山田 縁美 白馬中学校 長野 19:01.3 +31.5
4 26 川邉 暖太 山ノ内中学校 長野 19:06.4 +36.6
5 28 大山 陽生 山ノ内中学校 長野 19:13.8 +44.0
6 22 服部 真仁 城南中学校 長野 19:14.6 +44.8
7 16 髙橋 優太朗 城南中学校 長野 19:32.4 +1:02.6
8 24 前田 怜和 白馬中学校 長野 19:38.0 +1:08.2
9 36 岡村 颯太 城南中学校 長野 19:42.2 +1:12.4

10 33 花澤 楓也 白馬中学校 長野 19:43.1 +1:13.3
11 11 山口 渡史樹 山ノ内中学校 長野 19:49.2 +1:19.4
12 32 山本 生吹 木島平中学校 長野 19:52.2 +1:22.4
13 21 金井 珀人 山ノ内中学校 長野 19:53.3 +1:23.5
14 18 小田切 丈 木島平中学校 長野 20:00.9 +1:31.1
15 14 池田 大輝 山ノ内中学校 長野 20:02.6 +1:32.8
16 25 岩下 聖実 山ノ内中学校 長野 20:07.3 +1:37.5
17 8 岡田 龍樹 城南中学校 長野 20:14.8 +1:45.0
18 13 飯森 春人 白馬中学校 長野 20:45.4 +2:15.6
19 10 鈴木 士愛 木島平中学校 長野 20:48.6 +2:18.8
20 6 青木 克仁 山ノ内中学校 長野 21:05.8 +2:36.0
21 30 深石 叶大 城北中学校 長野 21:08.5 +2:38.7
22 37 細澤 蒼太 小谷中学校 長野 21:09.5 +2:39.7
23 9 川邉 陽太 山ノ内中学校 長野 21:19.8 +2:50.0
24 5 山本 隆太 木島平中学校 長野 21:24.5 +2:54.7
25 19 上川 凌佑 小谷中学校 長野 21:32.8 +3:03.0
26 12 石川 和歩 小谷中学校 長野 21:38.8 +3:09.0
27 35 宮村 連汰良 小海中学校 長野 21:45.6 +3:15.8
28 15 小山 廉斗 白馬中学校 長野 21:51.8 +3:22.0
29 2 丸山 拓人 城南中学校 長野 22:02.3 +3:32.5
30 4 安養 壇 白馬中学校 長野 22:03.3 +3:33.5
31 7 松沢 迅 白馬中学校 長野 22:17.3 +3:47.5
32 3 室井 怜音 山ノ内中学校 長野 23:12.0 +4:42.2
33 1 山本 夏芽 山ノ内中学校 長野 23:13.3 +4:43.5
34 31 片山 隼基 信濃町クロスカントリース 長野 23:42.1 +5:12.3
35 39 矢嶋 潔明 菅平中学校 長野 24:26.7 +5:56.9
36 38 永沢 凛旺 高社中学校 長野 24:56.4 +6:26.6
37 17 深石 新大 城北中学校 長野 25:37.6 +7:07.8
38 20 髙下 蓮斗 菅平中学校 長野 31:10.4 +12:40.6

23 島田 昌福 高社中学校 長野 DNS
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公式成績表

中学男子 6 km クラシカル 

栂池高原 - 長野県 2023/02/26 開始時間 09:00 終了時間 09:38

雪温 気温
09:00  晴れ  ソフト -3℃ -3℃ 北西 2m/s

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

技術代表 セクレタリー

木内 智章 佐藤 孝行
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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


