
公式成績表

小学男子 フリー 2.5 km

名寄市/北海道 2019/03/16 開始時間 09:30 終了時間 09:55

 技術代表 山本　専一 SAJ  コース名 (Name): なよろ健康の森クロスカントリーコース

 アシスタント技術代表 江川　聡 SAJ  コース公認No - 

 競技委員長 髙橋　浩一 SAN  標高差 (HD): 47 m 

 極限登高 (MC): 40 m 

 合計登高 (TC): 55 m 

 全長 2.5 km 

 周回数 1 

1 208 小堺 陽日(6) 松代小学校 新潟 6:42.0 0.0

2 206 江口 航太(6) 戸狩小学校 長野 6:49.3 +7.3

3 202 五十嵐 硫星(6) 東神楽XC少年団 北海道 7:01.4 +19.4

4 211 前田 志颯(6) 白馬北小学校 長野 7:01.8 +19.8

5 216 松本 聖也(6) 美幌XC少年団 北海道 7:03.2 +21.2

6 222 岡田 龍介(6) 中郷小学校 新潟 7:08.8 +26.8

7 218 藪 颯汰(6) 京極小学校 北海道 7:16.2 +34.2

8 227 石川 竜太郎(6) 美幌XC少年団 北海道 7:16.3 +34.3

9 210 内記 孝宗(5) 沢内小学校 岩手 7:16.6 +34.6

10 262 柴草 佑輝(6) 山ﾉ内南小学校 長野 7:19.2 +37.2

11 205 吉田 頼生(6) 美幌XC少年団 北海道 7:19.8 +37.8

12 235 黒岩 佳佑(5) 山ﾉ内東小学校 長野 7:24.0 +42.0

13 201 宮尾 一樹(6) 中郷小学校 新潟 7:24.5 +42.5

14 226 小林 唯仁(6) 木島平小学校 長野 7:25.9 +43.9

15 214 千葉 煌生(6) 美幌XC少年団 北海道 7:30.2 +48.2

16 257 高木 慶大(6) 当麻XC少年団 北海道 7:30.9 +48.9

17 233 堀部 剛生(6) 合川小学校 秋田 7:32.8 +50.8

18 234 橋本 哲(6) 美幌XC少年団 北海道 7:39.7 +57.7

=19 207 古川 晋太郎(6) 猪苗代緑小学校 福島 7:40.0 +58.0

=19 209 横濵 竹琉(6) 野辺地ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 青森 7:40.0 +58.0

21 246 大山 陽生(5) 山ﾉ内南小学校 長野 7:40.2 +58.2

22 213 藤原 天聖(6) ﾆｾｺXC少年団 北海道 7:43.2 +1:01.2

23 203 浦田 佳矢(6) 五箇山ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 富山 7:43.4 +1:01.4

24 215 北嶋 空河(5) 白峰小学校 石川 7:45.6 +1:03.6

25 220 山本 真輝(6) 五箇山ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 富山 7:49.8 +1:07.8

26 264 藤田 夏樹(5) 湯沢･雄勝ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ 秋田 7:50.2 +1:08.2

27 221 森崎 公信(6) ﾆｾｺXC少年団 北海道 7:53.4 +1:11.4

28 225 荒関 大翔(6) 京極小学校 北海道 7:54.5 +1:12.5

29 241 中屋 嬉春(5) 東神楽XC少年団 北海道 7:57.4 +1:15.4

30 260 広瀬 雄大(5) 札幌市立厚別北小学校 北海道 7:58.0 +1:16.0

31 236 宮﨑 大翔(6) 嬬恋西部小学校 群馬 7:59.3 +1:17.3

32 256 飯田 理文(5) 東神楽XC少年団 北海道 7:59.4 +1:17.4

33 224 吉田 礼(5) 東神楽XC少年団 北海道 8:01.0 +1:19.0

34 250 大久保 翔稀(5) 伊の沢XC少年団 北海道 8:01.7 +1:19.7

35 237 成田 理央(6) 大湯小学校 秋田 8:02.7 +1:20.7

36 229 三田 晴造(5) 喜茂別小学校 北海道 8:02.9 +1:20.9

=37 248 中山 景翔(6) 麓郷XC 北海道 8:03.2 +1:21.2

=37 255 山口 仁太郎(5) 草津小学校 群馬 8:03.2 +1:21.2

39 261 野田 悠陽(5) 美幌XC少年団 北海道 8:04.5 +1:22.5

40 217 佐藤 拓海(6) 小坂小学校 秋田 8:05.1 +1:23.1

41 219 阿部 昊心(6) 大湯小学校 秋田 8:05.5 +1:23.5

42 230 小池 祥平(5) ふらのXC 北海道 8:06.1 +1:24.1

43 251 本間 幸一(5) 蛯沢ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 青森 8:07.8 +1:25.8

44 231 吹田 大知(6) 大鰐小学校 青森 8:08.0 +1:26.0

45 243 丸山 航(5) 吉田小学校 新潟 8:08.6 +1:26.6

46 212 干川 清矢(6) 嬬恋西部小学校 群馬 8:10.4 +1:28.4
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公式成績表

小学男子 フリー 2.5 km

名寄市/北海道 2019/03/16 開始時間 09:30 終了時間 09:55

47 223 岩清水 奏太(6) ちびきｸﾛｶﾝ部 青森 8:13.7 +1:31.7

48 245 菊地 斗夢(5) 当麻XC少年団 北海道 8:14.7 +1:32.7

49 252 宇羅 翔太(6) 京極小学校 北海道 8:15.5 +1:33.5

50 249 桑原 颯希(5) 片品小学校 群馬 8:16.4 +1:34.4

51 265 原田 健光(6) 札幌市立厚別通小学校 北海道 8:17.8 +1:35.8

52 263 原子 凌明(6) 大鰐小学校 青森 8:18.3 +1:36.3

53 204 佐藤 真斗(6) 大鰐小学校 青森 8:24.6 +1:42.6

54 239 三島 大橙(5) 城端AXC少年団 富山 8:28.6 +1:46.6

55 240 髙瀬 陽斗(6) ﾆｾｺXC少年団 北海道 8:29.0 +1:47.0

56 232 鈴木 寛人(5) 川治小学校 新潟 8:29.8 +1:47.8

57 259 長坂 泰知(6) 名寄XC少年団 北海道 8:33.9 +1:51.9

58 228 山口 二源(5) 白嶺小学校 石川 8:37.9 +1:55.9

59 242 舘洞 新(6) 大湯小学校 秋田 8:39.4 +1:57.4

60 238 坂本 絆斗(6) 五箇山ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 富山 8:54.2 +2:12.2

61 254 浪岡 泰雅(5) 旭川東光･豊岡XC 北海道 8:55.4 +2:13.4

62 244 櫻田 陽大(5) 名寄XC少年団 北海道 9:05.1 +2:23.1

63 258 小池 真聖(5) 吉谷小学校 新潟 9:05.6 +2:23.6

64 247 中道 陽人(5) 城端AXC少年団 富山 9:13.7 +2:31.7

65 253 鷲尾 昊輝(6) 城端AXC少年団 富山 9:20.5 +2:38.5

雪温 気温
09:30  曇り  良 0℃ 1℃ 41％ 無風 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS LAP

65 65 0 0 0 0

技術代表 競技セクレタリー

山本　専一 栗原　邦彰
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