
長野県スキー連盟公認

第 44回野沢温泉少年スキー大会

《北信地域のスポーツの里つくり事業が、この大会をサポートしています。》

CC
公式成績表

中学生男子 フリー スプリント

長野／野沢温泉 2008/03/16 開始時間 09:30 終了時間 14:13

 技術代表 徳竹　虎男 SAN  コース名 南原クロスカントリーコース

 競技長 市川　　昭 野沢  極限登高標高差 １０．１ｍ

 合計登高 １７．０ｍ

 全長 １ｋｍ

 周回数 １

1 1 決勝 A 竹腰豪之介 白峰中　　３ 石川
2 6 決勝 A 栗山　大貴 白馬中　　２ 長野
3 3 決勝 A 八重田　真 飯山第三中３ 長野
4 5 決勝 A 塩嶋　稜一 白馬中　　３ 長野
5 7 決勝 A 佐藤栄太郎 白馬中　　３ 長野
6 8 決勝 A 小松　慎也 木島平中　３ 長野

7 2 準決勝 岡田　瑞生 飯山第二中２ 長野
8 13 準決勝 中村啓司郎 吉野谷中　３ 石川
9 10 準決勝 齋藤　朋弥 飯山第三中３ 長野

10 17 準決勝 永井　俊朗 白峰中　　３ 石川
11 4 準決勝 飯塚　貴晶 山ノ内中　３ 長野
12 11 準決勝 丸山　卓斗 山ノ内中　３ 長野

13 9 準々決勝 市村耕太郎 飯山第三中２ 長野
14 15 準々決勝 宮田　　茂 白馬中　　３ 長野
15 19 準々決勝 平野　和貴 飯山第三中３ 長野
16 21 準々決勝 吉家　　奨 飯山第二中２ 長野
17 16 準々決勝 吉越　寛晃 野沢温泉中２ 長野
18 18 準々決勝 平野　慶介 飯山第三中３ 長野
19 20 準々決勝 原　　大貴 飯山第一中３ 長野
20 22 準々決勝 山岸　一樹 木島平中　１ 長野
21 12 準々決勝 阿部　拓己 栄中　　　３ 長野
22 14 準々決勝 山本　照彦 山ノ内中　２ 長野
23 23 準々決勝 中村　寿真 信濃中　　２ 長野
24 24 準々決勝 田中　太悠 白馬中　　１ 長野

25 予選 横川　祐典 白馬中　　３ 長野
26 予選 品澤　大貴 野沢温泉中２ 長野
27 予選 松澤　太也 白馬中　　３ 長野
28 予選 塩嶋　耕平 白馬中　　１ 長野
29 予選 立花　力也 菅平中　　２ 長野
30 予選 杉田　将生 白峰中　　３ 石川
31 予選 勝山　竜成 木島平中　１ 長野
32 予選 久保　洸介 山ノ内中　１ 長野
33 予選 佐藤　慶和 山ノ内中　３ 長野
34 予選 丸山　幸介 菅平中　　２ 長野
35 予選 篠崎　達貴 白馬中　　２ 長野
36 予選 山本　　裕 木島平中　１ 長野
37 予選 篠崎　健太 白馬中　　２ 長野
38 予選 早川　　敬 白馬中　　１ 長野
39 予選 沓掛　有佑 信濃中　　２ 長野
40 予選 竹節　優希 山ノ内中　１ 長野
41 予選 入村　恵貴 草津中　　１ 群馬
42 予選 高橋　拓大 白馬中　　１ 長野
43 予選 山本　　大 山ノ内中　３ 長野
44 予選 真篠　健也 木島平中　２ 長野
45 予選 馬場　雄樹 山ノ内中　１ 長野
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46 予選 篠崎　一仁 白馬中　　１ 長野
47 予選 佐藤　世怜 山ノ内中　２ 長野
48 予選 池田　圭介 山ノ内中　１ 長野
49 予選 齋藤　有馬 草津中　　１ 群馬
50 予選 横山　　諒 白馬中　　１ 長野
51 予選 久保田朗広 山ノ内中　１ 長野
52 予選 長澤　晨哉 白馬中　　２ 長野
53 予選 猪股　寛之 白馬中　　２ 長野
54 予選 山口　達也 菅平中　　２ 長野
55 予選 佐々木祥太 飯山第一中１ 長野
56 予選 市川　祐介 野沢温泉中１ 長野
57 予選 関口　智也 野沢温泉中１ 長野
58 予選 松村　省吾 信濃中　　１ 長野
59 予選 唐木　優気 飯山第二中１ 長野

予選 森　　俊也 木島平中　１ 長野
予選 山崎　雄大 山ノ内中　３ 長野
予選 清水　翔太 白馬中　　１ 長野

雪温 気温
09:30  晴れ  良 0℃ 7.5℃ 49％ 無風
12:00  晴れ  普通 0℃ 16.7℃ 34％ 無風
14:00  晴れ  不良 0℃ 12.5℃ 34％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
62 59 0 0 3 0

技術代表 セクレタリー

徳竹　虎男 鈴木　幸弘
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