
スタートリスト

小学高学年男子 2.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2022/03/31 開始時間 12:05

 技術代表 飯森 洋一 SAJ  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 清水 直春 NSA  標高差 38m 

 競技委員長 山川 尚 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 77m 

 全長 2.5km 

 周回 1 

 コース公認No. SAJ04-CC-25/97 

658 我田 平(5) 石打小学校 小学5年 12:05:15

659 野上 陽翔(6) 鐙島小学校 小学6年 12:05:30

660 春日 蒼生(6) 吉田特設スキー部 小学6年 12:05:45

661 丸山 拓人(6) 飯山小学校 小学6年 12:06:00

662 川辺 陽太(6) 山ノ内東小学校 小学6年 12:06:15

663 関 倫太朗(6) 南魚沼JRC 小学6年 12:06:30

664 青能 央宜(6) 城端AXC少年団 小学6年 12:06:45

665 辻 悠心(6) 石川県スキー連盟 小学6年 12:07:00

666 宮下 愛翔(6) 妙高小学校 小学6年 12:07:15

667 高島 日登(6) 雄勝小学校 小学6年 12:07:30

668 小嶋 心哉(6) 矢代ＪＳＣ 小学6年 12:07:45

669 相浦 友哉(6) 中郷小学校 小学6年 12:08:00

670 片山 隼基(6) 信濃小中学校 小学6年 12:08:15

671 竹田 葵(5) 妙高高原南小学校 小学5年 12:08:30

672 深石 新大(6) 戸狩小学校 小学6年 12:08:45

673 野本 咲翔(5) 下早川小学校 小学5年 12:09:00

674 原 明優(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:09:15

675 宮﨑 出(6) 津南ＪＲＣ 小学6年 12:09:30

676 佐藤 秀斗(6) まつのやま学園 小学6年 12:09:45

677 西脇 勘太朗(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:10:00

678 宮下 幸大(6) 妙高高原南小学校 小学6年 12:10:15

679 加藤 煌晟(6) 信濃小中学校 小学6年 12:10:30

680 滝沢 俊太(5) 津南ＪＲＣ 小学5年 12:10:45

681 田中 晟悟(6) 矢代ＪＳＣ 小学6年 12:11:00

682 斉藤 隆希(5) 飯山小学校 小学5年 12:11:15

683 小野 慧真(5) 妙高小学校 小学5年 12:11:30

684 児玉 明謙(6) 吉田特設スキー部 小学6年 12:11:45

685 齋木 維桜(5) 鐙島小学校 小学5年 12:12:00

686 轟 仁汰(6) 戸狩小学校 小学6年 12:12:15

687 羽吹 悠雅(5) 南魚沼JRC 小学5年 12:12:30

688 間野 晃(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:12:45

689 込田 泰成(5) おぢやファイトクラブ 小学5年 12:13:00

690 丸山 壮(6) 吉田特設スキー部 小学6年 12:13:15

691 桑山 尭士(6) 妙高高原南小学校 小学6年 12:13:30

692 南雲 駿平(5) 南魚沼JRC 小学5年 12:13:45

693 小出 悠雅(5) 妙高小学校 小学5年 12:14:00

694 岩井 秀達(5) 信濃小中学校 小学5年 12:14:15

695 上村 洵太(5) おぢやファイトクラブ 小学5年 12:14:30

696 鈴木 翔(5) 津南ＪＲＣ 小学5年 12:14:45

697 岡田 綾汰(5) 矢代ＪＳＣ 小学5年 12:15:00

698 平澤 友理(5) おぢやファイトクラブ 小学5年 12:15:15

699 井川 礼玖(5) おぢやファイトクラブ 小学5年 12:15:30

700 押木 颯音(6) 吉田特設スキー部 小学6年 12:15:45

701 川久保 敢太(5) 妙高高原南小学校 小学5年 12:16:00
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公益財団法人全日本スキー連盟公認

2022 FISCHER-CUP

第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会


