
公式成績表

男子1.0 kmフリー

長野県白馬村岩岳スキー場 2016/03/07 開始時間 12:50 終了時間 １４：４５

 技術代表 伊藤　雅  コース名 岩岳ラビランコース

 競技委員長 鈴木　信全  標高差 10m 
 極限登高標高差 10m 
 合計登高 10m 
 全長 1km 
 周回数 1 

1 決勝A 21 石原 湧樹 東京大学
2 決勝A 24 石原　拓巳 岩手大学
3 決勝A 33 木原　渉 信州大学
4 決勝A 40 阿部　駿佑 信州大学
5 決勝A 22 小池　祥央 東北大学
6 決勝A 25 小柴　黎斗 東北大学
7 決勝B 26 森井 洋 東京大学
8 決勝B 28 長谷川　海太郎 東京工業大学
9 決勝B 36 渡邊　凌生 東北大学

10 決勝B 32 根本　征幸 弘前大学
=11 決勝B 44 日置　悠河 信州大学
12 決勝B 23 丹羽　祥太 東北大学
13 準々決勝 27 山井　尚也 東北大学
14 準々決勝 30 池渕　雄大 新潟大学
15 準々決勝 39 佐藤　岳史 信州大学
16 準々決勝 29 林　荘也 東北大学
17 準々決勝 31 吉田　圭 東北大学
18 準々決勝 37 山本 建杜 東京大学
19 準々決勝 43 割田　伊織 東北大学
20 準々決勝 46 森田　陽 東北大学
21 準々決勝 34 吉田　泰洋 東北大学
22 準々決勝 35 渡部　楽 東北大学
23 準々決勝 41 石橋 尚大 東京工業大学
24 準々決勝 48 加藤　大次郎 富山大学
25 準々決勝 49 稲村　麟 東北大学
26 準々決勝 38 原　一貴 東北大学
27 準々決勝 42 林 亮太 東京大学
28 準々決勝 45 加藤 寛治 東京工業大学
29 準々決勝 47 福竹　竜之介 名古屋工業大学
30 準々決勝 50 五十嵐 雅弘 東京大学
31 予選 横山 航平 東京大学
32 予選 鈴木　信全 富山大学
33 予選 岸川　智流 富山大学
34 予選 三好　航平 信州大学
35 予選 宇佐美　侑平 一橋大学
36 予選 赤川 大介 東京工業大学
37 予選 木村　紘國 富山大学
38 予選 今井 智裕 東京大学
39 予選 吉井　亮介 名古屋工業大学
40 予選 近藤　蒼悠 信州大学
41 予選 佐藤　利樹 名古屋工業大学
42 予選 奥村　晃弘 静岡大学
43 予選 根津　勇介 東北大学
44 予選 高橋 蓮音 東京大学
45 予選 市川 研佑 東京工業大学
46 予選 石山　烈 富山大学
47 予選 佐藤 泰斗 東京工業大学
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DNS 高道　範武 東北大学
DNS 谷川　翔太 富山大学
DNS 向　俊成 東京工業大学
DNS 長谷川　貴大 一橋大学
DNS 柳　大地 新潟大学
DNS 村松　晃弥 静岡大学
DNS 伊藤　雅 富山大学

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS
54 42 0 0 12

技術代表 セクレタリー

伊藤雅 伊藤　百合香
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参加者

順位 Bib 名前 名前 所属名


