
公式成績表

女子 1.2 km スプリント クラシカル

野沢温泉／長野 2023/02/25 開始時間 09:30 終了時間 12:31

 技術代表 滝沢　泰宏 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 飯森　洋一 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

SAJ05-CC-21/98 

1 1 決勝 01308997 松沢 意(1) 飯山高校 長野

2 4 決勝 01308030 山本 真優(3) 長野県中野立志館高校 長野

3 10 決勝 01308029 山﨑 優風(3) 飯山高校 長野

4 2 決勝 01308236 小鮒 玲愛(3) 花輪高校 秋田

5 9 決勝 01308277 畠山 香恋(3) 花輪高校 秋田

6 7 決勝 01308400 岩佐 奏葉(3) 留萌高校 北海道

7 3 準決勝 01309213 宮崎 真衣(1) 美幌高校 北海道

8 16 準決勝 01308507 小坂 璃彩(2) 飯山高校 長野

9 6 準決勝 01308511 佐藤 笑瑠(2) 中野立志館高校 長野

10 25 準決勝 01308024 小林 百々果(3) 中野立志館高校 長野

11 14 準決勝 01308026 竹節 優菜(3) 中野立志館高校 長野

12 23 準決勝 01308969 髙橋 実楽(1) 飯山高校 長野

13 11 準々決勝 01308021 髙橋 莉織(3) 白馬高校 長野

14 18 準々決勝 01308950 野口 愛莉(1) 飯山高校 長野

15 22 準々決勝 01308766 宮下 美幸(2) 新井高校 新潟

16 13 準々決勝 01308237 中嶋 愛優(3) 盛岡南高校 岩手

17 15 準々決勝 01308564 金丸 典加(2) 盛岡農業高校 岩手

18 21 準々決勝 01308716 花岡 桂名(2) 嬬恋高校 群馬

19 24 準々決勝 01308299 宮﨑 美樹(3) 南砺平高校 富山

20 29 準々決勝 01308042 山中 夢華(3) 飯山高校 長野

21 5 準々決勝 01308384 松本 実優(3) おといねっぷ美術工芸高校 北海道

22 12 準々決勝 01308326 小池 梓(3) 富良野高校 北海道

23 27 準々決勝 01308342 五十嵐 琴音(3) 東川高校 北海道

24 28 準々決勝 01308047 佐藤 遥(3) 飯山高校 長野

25 30 準々決勝 01308568 小鮒 穂乃実(2) 花輪高校 秋田

26 8 準々決勝 01308391 矢野 美輝(3) おといねっぷ美術工芸高校 北海道

27 17 準々決勝 01308740 木村 翠(2) 花輪高校 秋田

28 19 準々決勝 01308288 鈴木 もえ(3) 飯山高校 長野

29 20 準々決勝 01308774 渡邉 琴葉(2) 十日町高校 新潟

30 26 準々決勝 01309354 柏原 桜花(1) 加計高校芸北分校 広島

31 予選 01308123 江村 七海(3) 十日町高校 新潟

32 予選 01309320 窪田 くるみ(1) 恵庭南高校 北海道

33 予選 01309137 山﨑 彩羽(1) 南砺平高校 富山

34 予選 01308818 小林 花音(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道

35 予選 01308270 鈴木 華(3) 利根商業高校 群馬

36 予選 01309080 金津 美雪(1) 富良野高校 北海道

37 予選 01309117 小島 弥星(1) 飯山高校 長野

38 予選 01308528 森 かのん(2) 白馬高校 長野

39 予選 01308832 菊池 凜花(1) 留萌高校 北海道

40 予選 01309159 堀 陽央里(1) 東川高校 北海道

41 予選 01308802 山本 茉由子(2) 南砺福野高校 富山

42 予選 01308753 小林 華乃(2) 十日町高校 新潟

43 予選 01308796 伊藤 そら(2) 米沢興譲館高校 山形

44 予選 01308349 藤田 心那(3) 東川高校 北海道
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45 予選 01309291 村田 桃華(1) 盛岡農業高校 岩手

46 予選 01308819 小林 花凛(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道

47 予選 01308242 八重樫 雛乃(3) 盛岡南高校 岩手

48 予選 01309100 鈴木 玲菜(1) 新庄北高等学校 山形

49 予選 01309157 篠島 渚紗(1) 恵庭南高校 北海道

50 予選 01309268 樺澤 ひまり(2) 小出高校 新潟

51 予選 01309494 野原 こより(3) 南砺平高校 富山

52 予選 01308798 大瀬 千恵美(2) 南砺平高校 富山

53 予選 01308022 山本 風花(3) 白馬高校 長野

54 予選 01309179 小林 真緒(1) 白馬高等学校 長野

55 予選 01308394 窪田 さくら(3) 恵庭南高校 北海道

56 予選 01309160 上野 朝香(1) 旭川東高校 北海道

57 予選 01309217 桐山 日向(1) 美幌高校 北海道

58 予選 01308567 似鳥 咲(2) 花輪高校 秋田

59 予選 01309253 羽深 沙彩(1) 新井高校 新潟

60 予選 01308081 鏑木 葵(3) 尾瀬高校 群馬

61 予選 01308177 中村 心音(3) 京都光華高校 京都

62 予選 01308333 落合 楽(3) 新庄北高等学校 山形

63 予選 01309663 渡邉 桃未(3) 同志社高校 京都

64 予選 01309897 石黒 有由(2) 南砺平高校 富山

65 予選 01310585 青井 未来(3) 高体連ｽｷｰ部 滋賀

66 予選 01309658 西森 咲和(3) 同志社高校 京都

67 予選 01310064 落合 珠央(2) 同志社女子高校 京都

予選 01309166 牧田 鈴葉(1) 十日町高校 新潟 DNS
予選 01308966 髙橋 幸由実(1) 飯山高校 長野 DNS
予選 01308566 吉田 凛(2) 花輪高校 秋田 DNS

雪温 気温
09:30  雪  ソフト -1℃ 0℃ 63％ 無風
12:00  雪  ソフト 0℃ 2℃ 49％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS
70 67 0 0 0 3

技術代表 セクレタリー

滝沢　泰宏 佐藤　金二
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参加者

都道府県 備考

時刻 天候 雪質 湿度
温度
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