
公式成績表

男子（2部） 1.4 km スプリント（クラシカル）

鹿角市花輪スキー場 2011/02/18 開始時間 09:18 終了時間 12:03

 技術代表 市川　昭  コース名 鹿角市花輪スキー場クロスカントリーコース

 アシスタント技術代表 安保　勝廣  全長 1.4km 

 SAJ指名ジュリー 鈴木　但己  周回数 1 

 SAJ指名ジュリー 北村　幸男

 競技委員長 三浦　優子

1 202 決勝 A 松沢 譲(4) 東洋大学
2 205 決勝 A 小嶋 臣行(4) 東洋大学
3 204 決勝 A 村椿 浩康(4) 同志社大学
4 203 決勝 A 坂口 健太(1) 東洋大学
5 206 決勝 A 宮﨑 達也(3) 同志社大学
6 201 決勝 A 金澤 郁馬(3) 信州大学

7 212 決勝 B 町田 結希(4) 同志社大学
8 210 決勝 B 長谷川 貴宏(2) 東洋大学
9 207 決勝 B 太平 翔(4) 国士舘大学

10 209 決勝 B 安保 伸(4) 大東文化大学
11 214 決勝 B 千葉 勇斗(2) 東洋大学
12 208 決勝 B 井上 陽介(4) 大東文化大学

13 211 準々決勝 中村 剛(2) 大東文化大学
14 213 準々決勝 山本 航(1) 同志社大学
15 216 準々決勝 酒井 亮輔(4) 関西学院大学
16 215 準々決勝 蛯沢 浩司(3) 東北福祉大学
17 217 準々決勝 岡田 裕也(3) 名古屋大学
18 218 準々決勝 伊東 光春(1) 東北学院大学
19 221 準々決勝 清水 寛和(4) 北海道大学
20 222 準々決勝 亀田 輝(3) 国士舘大学
21 219 準々決勝 菅家 裕貴(1) 大東文化大学
22 220 準々決勝 田嶋 大地(3) 大東文化大学
23 223 準々決勝 荒井 智大(4) 東北大学
24 224 準々決勝 中沢 建太(4) 国士舘大学
25 225 準々決勝 若狭 直樹(4) 学習院大学
26 226 準々決勝 武城　怜史(5) 北海道大学
27 227 準々決勝 吉村 一樹(2) 北海道大学
28 228 準々決勝 杉浦 聡(3) 東京工業大学
29 229 準々決勝 氏原 匡樹(3) 北海道大学
30 230 準々決勝 佐藤 丈生(4) 一橋大学

31 予選 豊田 将秀(4) 慶應義塾大学
32 予選 森谷 真也(1) 愛知工業大学
33 予選 髙橋 輝(2) 東北学院大学
34 予選 佐藤 利樹(1) 愛知工業大学
35 予選 朝日 一堯(1) 名古屋大学
36 予選 上條 正樹(4) 名古屋大学
37 予選 秋山 裕樹(3) 北海学園大学
38 予選 島田 大(2) 信州大学
39 予選 山田 圭祐(4) 愛知工業大学
40 予選 亀屋 誉瑛(2) 慶應義塾大学
41 予選 伊藤 大輝(3) 大阪大学
42 予選 吉見 考弘(2) 名古屋大学
43 予選 伊藤 弘幸(2) 東北福祉大学
44 予選 笠原 悠二(3) 東北学院大学
45 予選 小林 政伸(1) 大阪産業大学
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46 予選 安藤 樹(3) 東北大学
47 予選 足立 翔(4) 東北学院大学
48 予選 宮城 徹(2) 東京大学
49 予選 元嶋 誠(2) 京都大学
50 予選 安藤 賢浩(2) 一橋大学
51 予選 橋本 卓(3) 東北大学
52 予選 中西 大起(1) 名古屋大学
53 予選 中村 直之(3) 東京大学
54 予選 江見 拓真(1) 関西学院大学
55 予選 高橋 克典(1) 東京工業大学
56 予選 伊藤 一成(1) 東北大学
57 予選 安井 良輔(1) 大阪大学
58 予選 鈴木 康平(1) 京都大学
59 予選 設楽 彗斗(1) 一橋大学
60 予選 泉頭 哲郎(2) 北海道大学
61 予選 小林 東史(2) 東北大学
62 予選 今野 祐介(1) 北海学園大学
63 予選 吉野 智則(1) 学習院大学
64 予選 佐野 史明(2) 東京工業大学
65 予選 山田 優樹(2) 信州大学
66 予選 有賀 哲(1) 京都大学
67 予選 井田 慎太郎(1) 東京大学
68 予選 片岡 知泰(1) 東京大学

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS

68 68 0 0 0 0

技術代表 競技セクレタリー

市川　昭 青山　菜穂子
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所属名
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順位 Bib ラウンド 名前

きりたんぽ発祥の地 鹿角


