
スタートリスト

男子 5 km クラシカル 

妙高市 2020/01/15 開始時間 12:15

ジュリー コース データ

 技術代表 井川 純宏 新潟  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース 

 技術代表アシスタント 中沢 覚 中体連  コース公認No. SAJ02-CC-25/97 

 競技委員長 山川 尚 新潟  標高差 38m 

 副競技委員長 清水 直春 新潟  極限登高標高差 41m 

 合計登高 154m 

 全長 2.5km 

 周回数 2 

Bib 名前 所属名
スタート
タイム

1 吉田 優也 石山中 12:15:15

2 相浦 隼人 中郷中 12:15:30

3 塩川 遊良 小千谷南中 12:15:45

4 佐藤 慎之介 小千谷中 12:16:00
5 中澤 拓斗 津南中 12:16:15
6 山田 渓成 水沢中 12:16:30

7 冨澤 樹貴 小千谷南中 12:16:45

8 須賀田虎珀 妙高高原中 12:17:00

9 角張 志音 川西中 12:17:15
10 渡邊 悠都 下条中 12:17:30

11 岩崎 瑛斗 牧中 12:17:45
12 宮澤 昇之介 水沢中 12:18:00

13 横尾 洸樹 牧中 12:18:15

14 相澤 行伸 まつのやま学園 12:18:30
15 星野 汐音 広神中 12:18:45

16 羽鳥 楓一朗 十日町中 12:19:00

17 宮下 鷹 新井中 12:19:15

18 村山 颯介 吉田中 12:19:30

19 湯本 悠仁 魚沼北中 12:19:45
20 内山 伊吹 広神中 12:20:00
21 吉樂 歩 中里中 12:20:15

22 蕪木 一優 十日町中 12:20:30

23 米山 丈太朗 湯之谷中 12:20:45

24 中村 恭也 牧中 12:21:00
25 齋木 凰 吉田中 12:21:15
26 米川 昊輝 牧中 12:21:30

27 山田 志成 下条中 12:21:45

28 桑原 大河 塩沢中 12:22:00

29 五十嵐 綸太郎 十日町中 12:22:15
30 本間 将 十日町南中 12:22:30

31 大宮 魁和 新井中 12:22:45
32 中村 昂生 牧中 12:23:00

33 津端 英大 津南中 12:23:15

34 宮下 明翔 妙高中 12:23:30
35 長谷川 瑛之介 下条中 12:23:45

36 児玉 晃一朗 吉田中 12:24:00

37 柳 陽翔 吉田中 12:24:15

38 栁 歩邑 吉田中 12:24:30

39 大塚 翔太 魚沼北中 12:24:45
40 田中 湊 八海中 12:25:00

41 宮尾 一樹 中郷中 12:25:15

42 岡田 拓馬 新井中 12:25:30

43 中野 琥太朗 小千谷中 12:25:45

44 星 優真 魚沼北中 12:26:00
45 樋口 虎多朗 水沢中 12:26:15

46 笠原 康暉 塩沢中 12:26:30
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Bib 名前 所属名
スタート
タイム

47 尾身 幸人 吉田中 12:26:45
48 後藤 涼祐 妙高高原中 12:27:00

49 込田 善森 小千谷中 12:27:15

50 大矢 航大 小千谷中 12:27:30

51 原田 楓太 妙高高原中 12:27:45
52 江村 龍 吉田中 12:28:00

53 北野 晴幹 吉田中 12:28:15
54 渡邊 聖人 糸魚川東中 12:28:30

55 浅田 大斗 十日町南中 12:28:45

56 金澤 琉唯 小千谷南中 12:29:00
57 田村 脩 塩沢中 12:29:15

58 岡田 幸也 妙高高原中 12:29:30

59 岡田 辰之助 妙高高原中 12:29:45

60 宮澤 凪 水沢中 12:30:00

61 小堺 陽日 片貝中 12:30:15
62 大野 叶翔 吉田中 12:30:30

63 佐藤 悠宇 広神中 12:30:45

64 大竹 柊 魚沼北中 12:31:00

65 藤ノ木 剛 津南中 12:31:15

66 岡田 龍介 中郷中 12:31:30
67 鈴木 珠愛 津南中 12:31:45
68 押木 遥音 吉田中 12:32:00

69 佐藤 泉起 六日町中 12:32:15

70 春日 喜行 吉田中 12:32:30

71 野上 大地 吉田中 12:32:45
72 芦野 清志郎 妙高高原中 12:33:00

73 丸山 結人 吉田中 12:33:15
74 小海 颯太 川西中 12:33:30

75 佐藤 五輪 吉田中 12:33:45

76 田中 悠都 川西中 12:34:00
77 岡田 陽色 妙高高原中 12:34:15
78 藤巻 馨成 東小千谷中 12:34:30
79 小海 快都 吉田中 12:34:45

80 佐藤 圭介 小千谷中 12:35:00

81 半戸 琉哉 津南中 12:35:15
82 和田 友希 千田中 12:35:30

83 内田 玲温 塩沢中 12:35:45

84 小島 海翔 新井中 12:36:00

85 陸川 前 中郷中 12:36:15

86 富井 大 十日町南中 12:36:30
87 金子 英生 十日町南中 12:36:45

88 生越 丈太郎 下条中 12:37:00

89 細矢 淳之介 塩沢中 12:37:15

90 佐藤 めだる 吉田中 12:37:30

91 串橋 祐次郎 糸魚川東中 12:37:45
92 井ノ川 純平 津南中 12:38:00

93 渡辺 皇利 十日町南中 12:38:15

94 関 照永 八海中 12:38:30

95 星名 恒輝 川西中 12:38:45

96 霜鳥 友作 妙高中 12:39:00
97 津端 一徹 津南中 12:39:15
98 我田 柊 塩沢中 12:39:30

99 池田 遼一 妙高高原中 12:39:45
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