
公式成績表

男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2022/02/25 開始時間 09:30 終了時間 12:10

 技術代表 青能　　剛 SAJ 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 滝沢　泰宏 SAJ 極限登高標高差 ２３ｍ 

 競技委員長 市川　　昭 NSC 合計登高 ３０ｍ 

全長 １．２ｋｍ 

周回数 １ 

SAJ04-CC-21/98 

1 110 決勝 01308719 髙畑 歩(1) 花輪高校 秋田
2 101 決勝 01308118 池田 遼一(2) 飯山高校 長野
3 126 決勝 01308791 遠藤 佳人(1) 秋田北鷹高校 秋田
4 116 決勝 01307482 祢津 利空(3) 中野立志館高校 長野
5 109 決勝 01308348 中嶋 央二郎(2) 富良野高校 北海道
6 103 決勝 01307954 川口 颯希(3) 旭川明成高校 北海道

7 107 準決勝 01307921 古田 歩(3) 倶知安高校 北海道
8 108 準決勝 01307826 落合 優真(3) 北村山高校 山形
9 123 準決勝 01308737 藤本 孝輔(1) 秋田北鷹高校 秋田

10 127 準決勝 01308031 吉池 泰一(2) 中野立志館高校 長野
11 122 準決勝 01307462 小笠原 舜(3) 飯山高校 長野
12 128 準決勝 01308343 梅澤 聡嗣(2) 東川高校 北海道

13 102 準々決勝 01308510 岡田 滉樹(1) 飯山高校 長野
14 104 準々決勝 01308151 星野 佑槙(3) 十日町総合高校 新潟
15 106 準々決勝 01308107 大坂 陽斗(2) 秋田北鷹高校 秋田
16 130 準々決勝 01307887 伊藤 大輝(3) 倶知安高校 北海道
17 111 準々決勝 01308371 今関 新太郎(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
18 112 準々決勝 01307689 橋本 大徳(3) 鶴来高校 石川
19 114 準々決勝 01308914 津端 一徹(2) 十日町高校 新潟
20 125 準々決勝 01309407 霜鳥 友作(2) 新井高校 新潟
21 115 準々決勝 01308374 小上 楓真(2) 恵庭南高校 北海道
22 118 準々決勝 01308516 森 稟桜(1) 中野立志館高校 長野
23 121 準々決勝 01307651 小林 琉斗(3) 中野立志館高校 長野
24 124 準々決勝 01308455 村田 和久(2) 盛岡南高校 岩手
25 129 準々決勝 01308385 吉田 怜央(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
26 105 準々決勝 01307483 池田 和勢(3) 飯山高校 長野
27 113 準々決勝 01308379 神 幸太朗(2) 留萌高校 北海道
28 117 準々決勝 01307654 徳竹 侑己(3) 中野立志館高校 長野
29 119 準々決勝 01308501 徳竹 佑哉(1) 長野県中野立志館高等学校 長野
30 120 準々決勝 01307888 久保 颯大(3) 倶知安高校 北海道

31 予選 01308124 生越 丈太郎(2) 十日町高校 新潟
32 予選 01307918 小池 駿介(3) 富良野高校 北海道
33 予選 01307831 岸 益幹(3) 新庄北高校 山形
34 予選 01308302 西本 みずき(2) 加計高校芸北分校 広島
35 予選 01308152 渡邉 大貴(3) 十日町高校 新潟
36 予選 01308453 新里 岳士(3) 盛岡南高校 岩手
37 予選 01308452 髙橋 心太郎(2) 盛岡南高校 岩手
38 予選 01307461 西澤 来波(3) 白馬高校 長野
39 予選 01308731 布谷 航斗(2) 秋田北鷹高校 秋田
40 予選 01308569 松浦 鷹祐(1) 秋田北鷹高校 秋田
41 予選 01307672 花岡 翔太(3) 花輪高校 秋田
42 予選 01307465 吉越 敬介(3) 飯山高校 長野
43 予選 01307656 西村 龍起(3) 飯山高校 長野
44 予選 01308456 村田 敬心(2) 盛岡南高校 岩手
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45 予選 01308720 古田 柊斗(2) 花輪高校 秋田
46 予選 01307582 山本 和史(3) 小出高校 新潟
47 予選 01308422 青野 挑夢(2) 留萌高校 北海道
48 予選 01307836 松田 悠真(3) 新庄南高等学校金山校 山形
49 予選 01308764 星名 恒輝(2) 十日町高校 新潟
50 予選 01308036 沼田 渉聖(2) 飯山高校 長野
51 予選 01307835 星川 心之介(3) 新庄南高等学校金山校 山形
52 予選 01308875 山口 蓮太(1) 鶴来高校 石川
53 予選 01307560 石田 海斗(3) 白馬高校 長野
54 予選 01308143 我田 柊(2) 十日町高校 新潟
55 予選 01308770 安原 颯汰(3) 新井高校 新潟
56 予選 01308759 高橋 悠奈(3) 十日町総合高校 新潟
57 予選 01308846 石原 徳(1) 東川高校 北海道
58 予選 01308918 串橋 祐次郎(1) 飯山高校 長野
59 予選 01308842 田村 大幸(1) 倶知安高校 北海道
60 予選 01308479 笠間 莉斗(1) 飯山高校 長野
61 予選 01308018 中村 大輝(2) 勝山高校 福井
62 予選 01309791 春日 喜行(1) 十日町高校 新潟
63 予選 01308841 安藤 功騎(1) 倶知安高校 北海道
64 予選 01309423 大場 顕真(1) 新庄南高等学校金山校 山形
65 予選 01308454 沼野 滉平(2) 盛岡南高校 岩手
66 予選 01307473 山﨑 清(3) 下高井農林高校 長野
67 予選 01307532 谷口 智紀(2) 高山工業高校 岐阜
68 予選 01308335 鈴木 竣介(3) 新庄北高校 山形
69 予選 01308364 鶴宮 慧冴(2) 新庄北高等学校 山形
70 予選 01307820 成田 大地(3) 恵庭南高校 北海道
71 予選 01308812 野﨑 豪(3) 高島高校 滋賀
72 予選 01308119 内田 玲温(2) 十日町高校 新潟
73 予選 01308378 佐々木 ひな太(2) 恵庭南高校 北海道
74 予選 01307460 田中 心乃祐(3) 白馬高校 長野
75 予選 01308373 細口 大翔(2) 倶知安高校 北海道
76 予選 01308028 町田 朝陽(2) 白馬高校 長野
77 予選 01308505 大日方 彩吹(1) 飯山高校 長野
78 予選 01308756 佐藤 大介(3) 小出高校 新潟
79 予選 01308410 小島 海翔(2) 飯山高校 長野
80 予選 01307551 三田 歓平(3) 倶知安高校 北海道
81 予選 01309420 細矢 淳之介(1) 十日町高校 新潟
82 予選 01308488 竹内 享汰(1) 勝山高校 福井
83 予選 01308130 佐藤 めだる(2) 十日町高校 新潟
84 予選 01308109 石井 茂太(2) 花輪高校 秋田
85 予選 01308726 奈良 虎太郎(1) 秋田北鷹高校 秋田
86 予選 01308815 村松 太郎(2) 勝山高校 福井
87 予選 01308859 前田 航希(1) 富良野高校 北海道
88 予選 01309365 小沼 我央(1) 新庄南高等学校金山校 山形
89 予選 01307799 大瀬 丈翔(3) 南砺平高校 富山
90 予選 01308497 黒岩 桔平(1) 中野立志舘高校 長野
91 予選 01308667 鳥海 真尋(1) 盛岡農業高校 岩手
92 予選 01308347 富田 紘生(2) 富良野高校 北海道
93 予選 01308298 水口 皓仁(2) 南砺平高校 富山
94 予選 01310164 山﨑 悠(1) 下高井農林 長野
95 予選 01308392 後藤 大志(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
96 予選 01308263 安部 拓海(2) 猪苗代高等学校 福島
97 予選 01308521 久保田 八雲(1) 飯山高校 長野
98 予選 01308515 丸山 海翔(1) 白馬高校 長野
99 予選 01308850 工藤 匠生(1) 東川高校 北海道
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100 予選 01308023 稲田 結矢(2) 中野立志館高校 長野
=101 予選 01308027 堀米 結丸(2) 飯山高校 長野
=101 予選 01309269 早藤 圭希(3) 高島高校 滋賀
=103 予選 01307479 髙橋 明流(3) 飯山高校 長野
=103 予選 01308300 山本 恵大(2) 南砺平高校 富山
105 予選 01308741 黒澤 唯斗(1) 花輪高校 秋田
106 予選 01308502 宮入 俊輔(1) 中野立志館高校 長野
107 予選 01308954 佐藤 肇紀(3) 小出高校 新潟
108 予選 01309408 中村 光汰(1) 恵庭南高校 北海道
109 予選 01308238 西舘 柊人(2) 盛岡農業高校 岩手
110 予選 01309305 大藤 有真(3) 比叡山高校 滋賀
111 予選 01308025 佐藤 秀(2) 中野立志館高校 長野
112 予選 01308513 幾田 朋郎(1) 長野県白馬高校 長野

=113 予選 01308845 金津 慶斗(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
=113 予選 01309865 渡部 凜(1) 新庄南高等学校金山校 山形
115 予選 01309106 阿久津 貫大(3) 南会津高等学校 福島
116 予選 01309860 鈴木 陽翔(1) 南会津高等学校 福島
117 予選 01308498 佐藤 汰祐(1) 中野立志館高校 長野
118 予選 01309730 山口 瑠星(2) 高島高校 滋賀
119 予選 01308636 中井 煌(1) 高山工業高校 岐阜
120 予選 01308799 島田 知来(1) 高岡工芸高校 富山
121 予選 01310146 渕田 大翔(1) 高島高校 滋賀
122 予選 01307645 松本 充貴(3) 嬬恋高校 群馬
123 予選 01309664 二宮 太郎(2) 同志社高校 京都
124 予選 01309859 阿久津 岳仁(1) 南会津高等学校 福島
125 予選 01307637 小林 怜央(3) 利根商業高校 群馬
126 予選 01308074 田淵 瑠希(2) 村岡高校 兵庫
127 予選 01308727 菊池 仁之介(1) 秋田北鷹高校 秋田
128 予選 01309075 岡久 立起(3) 報徳学園高校 兵庫
129 予選 01308366 星川 怜桜(2) 新庄南高等学校金山校 山形
130 予選 01309035 塚本 慎之介(3) 同志社高校 京都
131 予選 01308309 河本 仁(2) 米子北高等学校 鳥取
132 予選 01310112 駒﨑 帆太(1) 同志社高校 京都
133 予選 01308827 木村 恒太(1) 東邦大学付属東邦高校 千葉
134 予選 01309029 古川 八生(3) 同志社高校 京都
135 予選 01308825 屋 龍之介(1) 東邦大学付属東邦高校 千葉
136 予選 01309074 芳野 陽(3) 報徳学園高校 兵庫
137 予選 01310083 高橋 成実(1) 北杜高校 山梨
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雪温 気温
09:30  晴れ  良 -8℃ -1℃ 44％ 無風 
11:00  晴れ  良 -2℃ 4℃ 40％ 無風 
12:00  晴れ  良 0℃ 7℃ 30％ 無風 

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS
137 137 0 0 0 0

技術代表 セクレタリー

青能　　剛 門脇　秋彦
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温度
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