
公式成績表

codex:5581 女子 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 10:30 終了時間 13:02

 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 36 決勝 A 01307720 柏原 明華(1) 日本大学 学連

2 31 決勝 A 01307818 栃谷 天寧(1) 日本大学 学連

3 32 決勝 A 01306412 祢津 利宝(3) 日本体育大学 学連

4 44 決勝 A 01306416 芳川 千恵(3) 日本体育大学 学連

5 33 決勝 A 01307655 中島 果歩(1) 早稲田大学 学連

6 35 決勝 A 01307600 山田 智子(1) 早稲田大学 学連

7 37 準決勝 01305881 笠原 ひな(4) 日本体育大学 学連

8 34 準決勝 01306632 栃谷 和(3) 日本大学 学連

9 38 準決勝 01307886 畔上 凜花(1) 日本大学 学連

10 40 準決勝 01306502 宮木 真帆(3) 日本大学 学連

11 42 準決勝 01306417 渡邉 なな(3) 同志社大学 学連

12 43 準決勝 01308448 大野 まこ(1) 日本体育大学 学連

13 39 準々決勝 01306760 佐々木 美紗(3) 早稲田大学 学連

14 41 準々決勝 01308138 増田 青空(1) 法政大学 学連

15 46 準々決勝 01307596 近藤 さくら(1) 同志社大学 学連

16 45 準々決勝 01306956 篠﨑 志おり(2) 國學院大学 学連

17 47 準々決勝 01306292 松倉 后杏(3) 中央大学 学連

18 48 準々決勝 01307480 髙橋 夢果(1) 日本体育大学 学連

19 50 準々決勝 01306848 湯本 美桜(2) 日本体育大学 学連

20 52 準々決勝 01307721 藤井 美緒(1) 日本体育大学 学連

21 51 準々決勝 01307687 中村 由菜(1) 立命館大学 学連

22 53 準々決勝 01307335 三橋 桃子(2) 東海大学 学連

23 56 準々決勝 01306498 河野 千春(3) 日本体育大学 学連

24 57 準々決勝 01307639 本多 来依(1) 法政大学 学連

25 59 準々決勝 01306550 上川原 遥(3) 青森大学 学連

26 54 準々決勝 01306798 髙橋 佳奈子(3) 青森大学 学連

27 55 準々決勝 01305697 立田 詩乃(4) 京都産業大学 学連

28 58 準々決勝 01307358 髙橋 実紗希(4) 日本大学 学連

29 60 準々決勝 01307662 青谷 夏凜(2) 同志社大学 学連

30 49 準々決勝 01306797 須賀 愛依(3) 日本体育大学 学連 DNS

31 予選 01305698 本守 彩音(4) 大阪産業大学 学連

32 予選 01308272 近藤 みやび(2) 國學院大学 学連

33 予選 01306890 米田 依里湖(2) 専修大学 学連

34 予選 01307370 石田 恵(2) 京都産業大学 学連

35 予選 01307484 河野 千雪(1) 大東文化大学 学連

36 予選 01308170 西山 愛莉(3) 京都産業大学 学連

予選 01306097 祖父江 凜(4) 早稲田大学 学連 DNS

予選 01305692 笹川 茉由(4) 日本大学 学連 DNS

予選 01307829 西塚 結(1) 青森大学 学連 DNS

予選 01309336 中村 朱里(1) 京都産業大学 学連 DNS
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女子 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 10:30 終了時間 13:02

雪温 気温

10:30  晴れ  良 -3℃ 7℃ 80％ 南南東 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DNQ DNF DNS DNS LAP

40 35 0 0 0 5 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:5581 女子 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 11:35:00 4:27.1

31 栃谷 天寧(1) 0.0

40 宮木 真帆(3) +5.1

41 増田 青空(1) +7.8

50 湯本 美桜(2) +13.7

51 中村 由菜(1) +25.8

60 青谷 夏凜(2) +28.8

２ 組 11:42:00 4:24.5

37 笠原 ひな(4) 0.0 １ 組 12:24:00 4:21.9

34 栃谷 和(3) +0.6 31 栃谷 天寧(1) 0.0

44 芳川 千恵(3) +1.3 36 柏原 明華(1) +0.7

47 松倉 后杏(3) +7.5 37 笠原 ひな(4) +1.2

57 本多 来依(1) +24.9 34 栃谷 和(3) +1.6

54 髙橋 佳奈子(3) +46.9 40 宮木 真帆(3) +9.4

43 大野 まこ(1) +14.8

３ 組 11:49:00 4:32.9 決勝 A 12:57:00 4:21.6

36 柏原 明華(1) 0.0 36 柏原 明華(1) 0.0

35 山田 智子(1) +4.6 31 栃谷 天寧(1) +1.0

46 近藤 さくら(1) +7.6 32 祢津 利宝(3) +1.0

45 篠﨑 志おり(2) +14.5 44 芳川 千恵(3) +6.4

56 河野 千春(3) +26.4 33 中島 果歩(1) +8.1

55 立田 詩乃(4) +26.9 35 山田 智子(1) +12.4

４ 組 11:56:00 4:36.9

32 祢津 利宝(3) 0.0

42 渡邉 なな(3) +2.0 ２ 組 12:31:00 4:21.9

39 佐々木 美紗(3) +2.7 33 中島 果歩(1) 0.0

52 藤井 美緒(1) +26.4 32 祢津 利宝(3) 0.0

59 上川原 遥(3) +36.1 35 山田 智子(1) +0.4

49 須賀 愛依(3) DNS 44 芳川 千恵(3) +0.4

38 畔上 凜花(1) +6.3

42 渡邉 なな(3) +14.5

５ 組 12:03:00 4:24.2

38 畔上 凜花(1) 0.0

33 中島 果歩(1) +0.9

43 大野 まこ(1) +7.1

48 髙橋 夢果(1) +13.6

53 三橋 桃子(2) +23.4

58 髙橋 実紗希(4) +39.2
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