
公式成績表

中学男子 10 km フリー 

長野県下高井郡木島平村 2021/09/18 開始時間 10:40 終了時間 11:17

 技術代表 渡邊 雅彦 FIS  コース名 木島平ローラースキーコース 

 技術代表アシスタント 市川 昭 SAJ  公認番号 SAJ03-CC-56/99 

 競技委員長 祢津 和利 KSC

1 56 黒岩 佳佑 山ノ内中学校 長野 21:39.4 0.0
2 57 小堺 陽日 片貝中学校 新潟 22:22.0 +42.6
3 50 蛯沢 瑠来 新潟大学附属長岡中 新潟 22:57.1 +1:17.7
4 51 岡村 颯太 飯山城南中学校 長野 23:00.6 +1:21.2
5 48 大山 陽生 山ノ内中学校 長野 23:13.8 +1:34.4
6 41 宮下 明翔 妙高中学校 新潟 24:10.3 +2:30.9
7 46 米川 昊輝 上越市立牧中学校 新潟 24:34.5 +2:55.1
8 55 山口 仁太郎 草津中学校 群馬 24:45.2 +3:05.8
9 45 石田 翔眞 片貝中学校 新潟 25:20.2 +3:40.8

10 58 前田 志颯 白馬中学校 長野 25:42.2 +4:02.8
11 49 佐藤 五輪 吉田スキークラブ 新潟 26:20.4 +4:41.0
12 37 池田 大輝 山ノ内中学校 長野 26:41.7 +5:02.3
13 44 花澤 楓也 白馬中学校 長野 26:43.5 +5:04.1
14 33 川邊 暖太 山ノ内中学校 長野 27:15.9 +5:36.5
15 40 山本 生吹 木島平中学校 長野 27:21.9 +5:42.5
16 54 栗林 虎太郎 飯山城北中学校 長野 28:05.8 +6:26.4
17 52 島﨑 陽一朗 木島平中学校 長野 28:10.6 +6:31.2
18 43 中村 恭也 上越市立牧中学校 新潟 28:39.3 +6:59.9
19 29 鈴木 士愛 木島平中学校 長野 28:59.9 +7:20.5
20 53 長瀬 有輝 朝日ＸＣクラブ 岐阜 29:05.8 +7:26.4
21 36 岩崎 瑛斗 上越市立牧中学校 新潟 29:37.0 +7:57.6
22 28 岡田 龍樹 飯山城南中学校 長野 29:40.3 +8:00.9
23 42 長瀬 歩歌朗 久々野中学校 岐阜 30:00.4 +8:21.0
24 38 長瀬 比呂 朝日ＸＣクラブ 岐阜 30:22.9 +8:43.5
25 26 山本 隆太 木島平中学校 長野 30:23.3 +8:43.9
26 31 岩下 聖実 山ノ内中学校 長野 30:39.3 +8:59.9
27 32 山﨑 輝真 野沢温泉中学校 長野 31:41.0 +10:01.6
28 34 米川 颯真 上越市立牧中学校 新潟 33:06.9 +11:27.5

27 富井 孝 野沢温泉中学校 長野 DNS
30 前田 怜和 白馬中学校 長野 DNS
35 清水 太一 暁中学校 三重 DNS
39 中村 優太 野沢温泉中学校 長野 DNS
47 笠原 康暉 塩沢中学校 新潟 DNS

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS
33 28 0 0 0 5

技術代表 セクレタリー

渡邊 雅彦 髙木 良男
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