
公式成績表

codex:0199 男子 1.4 km スプリント クラシカル

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/02/06 開始時間 10:00 終了時間 12:54

 技術代表 藤本 智教 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 中村 堅 SAJ  標高差 30m 

 競技委員長 山川 尚 新赤倉  極限登高標高差 24m 

 合計登高 34m 

 全長 1.4km 

 周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

1 3 決勝 01306577 森口 翔太(3) 日本大学 学連

2 4 決勝 01305993 上村 祐輔(4) 日本体育大学 学連

3 11 決勝 01306396 小林 皓生(3) 中央大学 学連

4 6 決勝 01305641 長屋 圭悟(4) 慶應義塾大学 学連

5 8 決勝 01306290 橋本 礼徳(3) 早稲田大学 学連

6 7 決勝 01305753 渡辺 啓豊(4) 日本大学 学連

7 22 準決勝 01305959 髙橋 汰門(4) 中央大学 学連

8 10 準決勝 01306049 山本 大晴(4) 日本体育大学 学連

9 1 準決勝 01306751 菊地 哲(3) 日本大学 学連

10 12 準決勝 01306441 小島 宙輝(3) 東洋大学 学連

11 15 準決勝 01307482 祢津 利空(1) 日本体育大学 学連

12 21 準決勝 01307483 池田 和勢(1) 日本大学 学連

13 2 準々決勝 01305750 落合 稜介(4) 青森大学 学連

14 5 準々決勝 01307954 川口 颯希(1) 法政大学 学連

15 13 準々決勝 01307108 長井 柊平(2) 日本大学 学連

16 24 準々決勝 01306485 山川 走(3) 東洋大学 学連

17 9 準々決勝 01307099 関 綜一郎(2) 明治大学 学連

18 14 準々決勝 01307462 小笠原 舜(1) 専修大学 学連

19 16 準々決勝 01306116 池邊 刀那(3) 札幌大学 学連

20 23 準々決勝 01306395 小坂 飛翔(3) 日本大学 学連

21 17 準々決勝 01307411 上田 千春(2) 東海大学 学連

22 19 準々決勝 01307826 落合 優真(1) 東洋大学 学連

23 20 準々決勝 01306659 上平 晃也(3) 東海大学 学連

24 25 準々決勝 01306191 松田 怜樹(3) 法政大学 学連

25 28 準々決勝 01306633 戸松 秀斗(3) 法政大学 学連

26 18 準々決勝 01306834 沼田 唯聖(2) 東洋大学 学連

27 26 準々決勝 01307068 小鮒 響暉(2) 日本体育大学 学連

28 27 準々決勝 01306044 山﨑 凌(4) 東洋大学 学連

29 29 準々決勝 01305829 進藤 洸太(4) 日本大学 学連

30 30 準々決勝 01307560 石田 海斗(1) 國學院大學 学連

31 予選 01307094 坂井 冠太(2) 専修大学 学連

32 予選 01307027 久保 飛雅(2) 専修大学 学連

33 予選 01306841 沓掛 隼士(2) 中央大学 学連

34 予選 01306391 湯本 幸耶(3) 中央大学 学連

35 予選 01306878 沼山 耕弥(2) 日本大学 学連

36 予選 01305723 郷津 知哉(4) 専修大学 学連

37 予選 01308152 渡邉 大貴(1) 日本大学 学連

38 予選 01308151 星野 佑槙(1) 東洋大学 学連

39 予選 01308166 松田 凜(3) 京都産業大学 学連

40 予選 01307651 小林 琉斗(1) 中央大学 学連

41 予選 01306880 安村 翔英(2) 日本大学 学連

42 予選 01306940 堀部 慈生(2) 東京農業大学 学連

43 予選 01305853 西本 ひのき(4) 東海大学 学連
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44 予選 01306942 岩本 翔(2) 京都産業大学 学連

45 予選 01307117 福原 健太(2) 東洋大学 学連

46 予選 01307298 土池 真斗(2) 法政大学 学連

47 予選 01306670 安部 優雅(3) 東海大学 学連

48 予選 01307689 橋本 大徳(1) 東海大学 学連

49 予選 01306157 北出 竜之介(4) 東海大学 学連

50 予選 01307340 馬渕 紘人(2) 法政大学 学連

51 予選 01307921 古田 歩(1) 中央大学 学連

52 予選 01307520 平田 翔斗(1) 専修大学 学連

53 予選 01307551 長岡 歓平(1) 専修大学 学連

54 予選 01308453 新里 岳士(1) 日本大学 学連

55 予選 01307888 久保 颯大(1) 東京農業大学 学連

56 予選 01305983 小野塚 敢太(4) 日本体育大学 学連

57 予選 01307836 松田 悠真(1) 東京農業大学 学連

58 予選 01307835 星川 心之介(1) 明治大学 学連

59 予選 01308812 野﨑 豪(1) 東京農業大学 学連

60 予選 01306688 山石 大介(3) 法政大学 学連

61 予選 01306387 成澤 啓汰(3) 明治大学 学連

62 予選 01306505 竹原 敦也(3) 立命館大学 学連

63 予選 01305571 久保 響(4) 青森大学 学連

64 予選 01305891 千野 竜河(4) 明治大学 学連

65 予選 01307393 長谷 怜信(2) 立命館大学 学連

66 予選 01306669 山田 慎之介(3) 法政大学 学連

67 予選 01305765 西木 励仁(4) 青森大学 学連

68 予選 01306098 髙橋 海人(4) 大阪産業大学 学連

69 予選 01307251 河本 海(2) 京都産業大学 学連

70 予選 01307620 鈴木 有人(1) 青森大学 学連

71 予選 01306262 松本 祥汰(3) 専修大学 学連

72 予選 01306534 曽根 崚太(3) 中京大学 学連

73 予選 01306518 内藤 蒼(3) 京都産業大学 学連

74 予選 01307938 鹿野 海人(3) 京都産業大学 学連

75 予選 01307425 柴田 優也(2) 明治大学 学連

76 予選 01305710 工藤 隼人(4) 法政大学 学連

77 予選 01307517 佐々木 琳(1) 東京農業大学 学連

78 予選 01307820 成田 大地(1) 國學院大学 学連

79 予選 01306056 小俣 尚悟(4) 日本体育大学 学連

80 予選 01307222 藤沢 樹(2) 大阪産業大学 学連

81 予選 01308837 岸 侃弥(2) 京都産業大学 学連

82 予選 01307963 青野 叶夢(2) 中央大学 学連

83 予選 01306634 富田 征樹(3) 東洋大学 学連

84 予選 01307104 田村 一磨(2) 明治大学 学連

85 予選 01307892 水間 惇平(4) 青森大学 学連

86 予選 01306414 森 龍希(3) 近畿大学 学連

87 予選 01305960 畔上 悠太(4) 中央大学 学連

88 予選 01307191 小林 暖大(2) 神奈川大学 学連

89 予選 01307656 西村 龍起(1) 近畿大学 学連

90 予選 01307799 大瀬 丈翔(1) 立命館大学 学連

91 予選 01306261 黒岩 翔(3) 神奈川大学 学連

92 予選 01307727 川口 海瑠(1) 東京農業大学 学連

93 予選 01306686 藤本 航平(3) 明治大学 学連

94 予選 01306750 栗原 諒大(3) 専修大学 学連

95 予選 01306635 橋場 陸(3) 近畿大学 学連

96 予選 01307521 山谷 竜旦(1) 法政大学 学連

予選 01308335 鈴木 竣介(1) 近畿大学 学連 DNS

予選 01307637 小林 怜央(1) 東海大学 学連 DNS
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予選 01307518 外崎 脩斗(1) 青森大学 学連 DNS

予選 01307957 川高 慎之輔(1) 京都産業大学 学連 DNS

予選 01305883 髙相 幸世(4) 東洋大学 学連 DNS

予選 01309305 大藤 有真(1) 京都産業大学 学連 DNS

雪温 気温

10:00  晴れ  良 -4℃ 6℃ 80％ 南南東 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DNQ DNF DNS DNS LAP

102 96 0 0 0 6 0

技術代表 セクレタリー

藤本 智教 清水 要
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対戦リスト

codex:0199 男子 1.4 km スプリント クラシカル

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/02/06

１ 組 11:00:00 3:35.7

11 小林 皓生(3) 0.0

1 菊地 哲(3) +0.1

10 山本 大晴(4) +0.3

21 池田 和勢(1) +0.9

20 上平 晃也(3) +10.7

30 石田 海斗(1) +21.0

２ 組 11:07:00 3:38.5

4 上村 祐輔(4) 0.0 １ 組 12:10:00 3:33.9

7 渡辺 啓豊(4) +0.6 4 上村 祐輔(4) 0.0

24 山川 走(3) +1.6 11 小林 皓生(3) 0.0

14 小笠原 舜(1) +1.6 6 長屋 圭悟(4) 0.0

17 上田 千春(2) +11.1 7 渡辺 啓豊(4) +4.2

27 山﨑 凌(4) +11.7 1 菊地 哲(3) +4.2

21 池田 和勢(1) +5.6

３ 組 11:14:00 3:38.7

6 長屋 圭悟(4) 0.0 決勝 12:50:00 3:35.8

15 祢津 利空(1) +1.0 3 森口 翔太(3) 0.0

5 川口 颯希(1) +2.2 4 上村 祐輔(4) 0.0

16 池邊 刀那(3) +2.2 11 小林 皓生(3) +0.6

25 松田 怜樹(3) +7.1 6 長屋 圭悟(4) +1.4

26 小鮒 響暉(2) +7.1 8 橋本 礼徳(3) +9.5

7 渡辺 啓豊(4) +9.6

４ 組 11:21:00 3:36.9

22 髙橋 汰門(4) 0.0

12 小島 宙輝(3) +0.5 ２ 組 12:17:00 3:37.9

2 落合 稜介(4) +0.5 8 橋本 礼徳(3) 0.0

9 関 綜一郎(2) +0.5 3 森口 翔太(3) +0.4

19 落合 優真(1) +11.5 22 髙橋 汰門(4) +0.7

29 進藤 洸太(4) +14.1 10 山本 大晴(4) +1.6

12 小島 宙輝(3) +2.3

15 祢津 利空(1) +5.2

５ 組 11:28:00 3:41.6

3 森口 翔太(3) 0.0

8 橋本 礼徳(3) +0.4

13 長井 柊平(2) +0.4

23 小坂 飛翔(3) +2.5

28 戸松 秀斗(3) +3.6

18 沼田 唯聖(2) +10.9
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