
スタートリスト

男子 5 km クラシカル

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/01/12 開始時間 12:15

 技術代表 清水 直春 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 相澤 新一 中体連  標高差 70m 

 競技委員長 山川 尚 新赤倉  極限登高標高差 69m 

 合計登高 187m 

 全長 5km 

 周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

221 品田 京平(1) 小千谷中 12:15:15

222 西脇 勘太朗(1) 東小千谷中 12:15:30

223 齊藤 成生(1) 魚沼北中 12:15:45

224 宮下 幸大(1) 妙高高原中 12:16:00

225 相浦 友哉(1) 中郷中 12:16:15

226 星野 悠登(1) 広神中 12:16:30

227 南雲 倭(2) 津南中 12:16:45

228 佐藤 快翔(1) まつのやま学園 12:17:00

229 田中 智樹(2) 塩沢中 12:17:15

230 石坂 陽太(1) 塩沢中 12:17:30

231 野上 誓海(1) 吉田中 12:17:45

232 山田 波玖(1) 川西中 12:18:00

233 竹内 颯汰(1) 中郷中 12:18:15

234 南雲 歩志(1) 塩沢中 12:18:30

235 佐藤 秀斗(1) まつのやま学園 12:18:45

236 大塚 耀介(1) 魚沼北中 12:19:00

237 髙橋 桜丞(2) 八海中 12:19:15

238 関 倫太朗(1) 塩沢中 12:19:30

239 野上 陽翔(1) 吉田中 12:19:45

240 小林 勇之介(1) 十日町中 12:20:00

241 上村 哲大(2) 小千谷中 12:20:15

242 佐藤 祐聡(1) 広神中 12:20:30

243 原 明優(1) 小千谷中 12:20:45

244 仲林 快(2) 広神中 12:21:00

245 阿部 壮一朗(1) 十日町中 12:21:15

246 田村 虹太(2) 塩沢中 12:21:30

247 若井 陸(2) 津南中 12:21:45

248 間野 晃(1) 千田中 12:22:00

249 宮﨑 出(1) 津南中 12:22:15

250 桑山 尭士(1) 妙高高原中 12:22:30

251 小山 総志(2) 吉田中 12:22:45

252 上村 貫太(2) 大和中 12:23:00

253 齋木 宝(2) 吉田中 12:23:15

254 小嶋 心哉(1) 新井中 12:23:30

255 小倉 希良莉(2) 八海中 12:23:45

256 金澤 巧真(2) 水沢中 12:24:00

257 宮﨑 茂市(3) 津南中 12:24:15

258 田中 晟悟(1) 新井中 12:24:30

259 浅井 渓大(3) 魚沼北中 12:24:45

260 山崎 光(3) 中里中 12:25:00

261 山賀 宗司(3) 松代中 12:25:15

262 小池 真聖(3) 小千谷中 12:25:30

263 庭野 航大(2) 十日町南中 12:25:45

264 児玉 明謙(1) 吉田中 12:26:00

265 富井 陸(2) 十日町南中 12:26:15

266 德永 惟吹(2) 十日町南中 12:26:30
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267 髙橋 輝(3) 十日町南中 12:26:45

268 佐藤 潤之介(3) 小千谷中 12:27:00

269 柳 煌世(3) 吉田中 12:27:15

270 霜鳥 晃士朗(2) 妙高中 12:27:30

271 秋元 慈央(3) 広神中 12:27:45

272 春日 蒼生(1) 吉田中 12:28:00

273 金澤 崇眞(3) 水沢中 12:28:15

274 樋口 幹都(2) まつのやま学園 12:28:30

275 山田 頼希(3) 下条中 12:28:45

276 佐藤 青葉(3) 川西中 12:29:00

277 米川 颯真(2) 牧中 12:29:15

278 石田 翔眞(3) 片貝中 12:29:30

279 池内 大翔(3) 十日町南中 12:29:45

280 庵原 虎男(3) 吉田中 12:30:00

281 小林 周太郎(3) 十日町中 12:30:15

282 丸山 由利(3) 十日町南中 12:30:30

283 宮園 京孜(3) 十日町南中 12:30:45

284 根津 和弘(2) 下条中 12:31:00

285 中島 幹太(3) 津南中 12:31:15

286 中町 拓夢(3) 下条中 12:31:30

287 齊藤 颯人(3) 下条中 12:31:45

288 池田 陽介(3) 妙高高原中 12:32:00

289 宮下 日生(3) 妙高高原中 12:32:15

290 宮尾 大稀(2) 中郷中 12:32:30

291 駒村 隼(3) 妙高高原中 12:32:45

292 川上 大敬(3) 川西中 12:33:00

293 相崎 基(2) 吉田中 12:33:15

294 坂詰 真吾(3) 岡南中 12:33:30

295 岡田 幸輝(2) 中郷中 12:33:45
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