
（公社）全日本学生スキー連盟

S.A.J

公式成績表

男子２部 1.2 km スプリント クラシカル

野沢温泉／長野 2015/03/01 開始時間 09:55 終了時間 12:29

 技術代表 山崎　彰俊 SAJ  コース名 南原クロスカントリーコース

 技術代表アシスタント 武田　定純 SAJ  標高差 ２３ｍ

 SAJ派遣 祢津　和利 SAJ  極限登高標高差 １５ｍ

 SAJ派遣 真目　裕治 SAJ  合計登高 ３０ｍ

 競技委員長 市川　　昭 NSC  全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 203 決勝 A 01300744 齋藤 朋弥 龍谷大学 学連

2 201 決勝 A 01303046 原山 和也 京都産業大学 学連

3 202 決勝 A 01303160 村上 映人 慶応義塾大学 学連

4 204 決勝 A 01302900 霜鳥 立実 京都産業大学 学連

5 211 決勝 A 01300741 松澤 太也 同志社大学 学連

6 205 決勝 A 01301062 杉田 将生 京都産業大学 学連

7 216 決勝 B 01302795 尾身 勇気 東北福祉大学 学連

8 207 決勝 B 01302668 阿部 駿佑 信州大学 学連

9 208 決勝 B 01300720 早川 敬 中京大学 学連

10 206 決勝 B 01301028 井渕 雄大 慶応義塾大学 学連

11 210 決勝 B 01304383 佐々木 慶介 東北大学 学連

12 209 決勝 B 01303381 村田 勇人 中京大学 学連

13 212 準々決勝 01301091 長谷川 貴大 一橋大学 学連

14 213 準々決勝 01302680 奥瀬 匡孝 同志社大学 学連

15 214 準々決勝 01300781 中村 寿真 同志社大学 学連

16 215 準々決勝 01304812 佐々木 優真 龍谷大学 学連

17 219 準々決勝 01304728 本多 俊彦 東京大学 学連

18 221 準々決勝 01303534 山口 雄亮 同志社大学 学連

19 223 準々決勝 01304440 岡井 誠大 京都産業大学 学連

20 224 準々決勝 01303128 西田 昌平 京都産業大学 学連

21 217 準々決勝 01300504 佐藤 智成 大東文化大学 学連

22 222 準々決勝 01305349 南澤 雅人 一橋大学 学連

23 225 準々決勝 01303515 今北 慎太郎 大阪産業大学 学連

24 228 準々決勝 01304771 塚﨑 真弘 東京工業大学 学連

25 230 準々決勝 01304719 牛谷 征貴 九州大学 学連

26 218 準々決勝 01305316 山井 尚也 東北大学 学連

27 220 準々決勝 01301201 清水 崇博 同志社大学 学連

28 226 準々決勝 01300568 齋藤 有馬 中京大学 学連

29 227 準々決勝 01305842 小池 祥央 東北大学 学連

30 229 準々決勝 01303503 向 俊成 東京工業大学 学連

31 予選 01305109 横田 千聖 名古屋大学 学連

32 予選 01305667 佐藤 岳史 信州大学 学連

33 予選 01304864 山本 啓貴 一橋大学 学連

34 予選 01303501 瀧山 祥希 大阪大学 学連

35 予選 01300610 田村 嘉彬 大阪大学 学連

36 予選 01305112 広瀬 右京 学習院大学 学連

37 予選 01305937 植嶋 玄 九州大学 学連

38 予選 01306129 古手川 将大 大阪大学 学連

39 予選 01305182 秋谷 響 北海道大学 学連

40 予選 01305350 滑 和宏 一橋大学 学連

41 予選 01305321 田光 巧弥 東北大学 学連

42 予選 01302937 奥山 達哉 東北福祉大学 学連

43 予選 01304722 河波 政吾 九州大学 学連

44 予選 01305345 石井 貴大 信州大学 学連
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45 予選 01306303 藤原 海 北海道大学 学連

46 予選 01305939 三原 功也 九州大学 学連

47 予選 01306316 渡邊 凌生 東北大学 学連

48 予選 01305111 藤田 尚樹 東京大学 学連

49 予選 01305738 小林 滉宜 学習院大学 学連

50 予選 01305964 内田 毅郎 立教大学 学連

51 予選 01305322 池崎 克彦 大阪大学 学連

52 予選 01305938 東森 崚馬 九州大学 学連

53 予選 01306218 三好 航平 信州大学 学連

54 予選 01306243 杉浦 宏俊 名古屋大学 学連

55 予選 01305107 藤本 凌太朗 学習院大学 学連

56 予選 01304863 林 駿也 一橋大学 学連

57 予選 01306091 柿本 智也 名古屋大学 学連

58 予選 01306294 池山 昭太 北海道大学 学連

59 予選 01303074 森 政貫 愛知工業大学 学連

60 予選 01306296 尾方 幸博 北海道大学 学連

61 予選 01306362 加茂 貴裕 大阪大学 学連

62 予選 01306731 五十嵐 雅弘 東京大学 学連

63 予選 01305739 赤川 スティーヴン 東京工業大学 学連

64 予選 01304647 山本 翔也 愛知工業大学 学連

65 予選 01306732 高橋 蓮音 東京大学 学連

66 予選 01304638 篠田 貴都 愛知工業大学 学連

67 予選 01306773 山岸 拓幹 京都大学 学連

68 予選 01306187 小鹿 祥太郎 立教大学 学連

69 予選 01305963 伊東 諒斗 立教大学 学連

雪温 気温

09:30  曇り  普通 -1℃ 6℃ 59％ 無風

11:00  曇り  普通 0℃ 9℃ 49％ 無風

11:30  曇り  普通 0℃ 11℃ 46％ 無風

12:00  晴れ  普通 0℃ 12℃ 46％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
69 69 0 0 0 0

技術代表 セクレタリー

山崎　彰俊 門脇　秋彦
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