
率感電尊重陸垂国憲篭聾撰籠金持萬素轟

聞r艶掴室国憲琶華接辞一束轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大鰐温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

ジュリー �コースデータ 

技術代表　　　　　　佐藤　英樹（SAJ） �コース名　　　　　　　　　　　　　　青森あじやら加がントリーコース 

アシ的ントTD　　　　　　萩原　和典（SAJ） �全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10km（5kmx2） 

競技委員長　　　　　木村　幹弥（SM） �標高差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86m 

極限登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45m 

出発・決勝標高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210m 

合計登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　338m 

コース公認No：　　　　　　　　　　　　　　SAJ28－00－07／97 

周回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 

気象状況　　　　　　　　　観測時刻　　　　気温　　　　風向　　　　風速　　　　雪温　　　　天気　　　　湿度 

13：00　　　　　2．8℃　　　　　　　　　　　　0．0m　　　　0．4℃　　　　晴れ　　　　44．8％ 

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

1 �081 �01304820 �大田喜日向 �おといねっぷ �北海道 �（2） �25：31．1 �0．0 �39．35 

2 �087 �01304690 �山下陽曙 �南砺平 �富山県 �（2） �26：01．9 �30．8 �55．44 

3 �103 �01304972 �後藤大成 �おといねっぷ �北海道 �（3） �26：16．8 �45．7 �63．23 

4 �063 �01304418 �畑澤壱希 �花輪 �秋田県 �（3） �26：18．1 �47．0 �63．91 

5 �097 �01304900 �笠原陸 �中野立志館 �長野県 �（2） �26：26．2 �55．1 �68．14 

6 �030 �01305460 �土濃塚悠成 �秋田北鷹 �秋田県 �（1） �26：31．4 �1：00．3 �70．86 

7 �082 �01305243 �羽吹唯人 �十日町総合 �新潟県 �（1） �26：32．4 �1：0し3 �71．38 

8 �029 �01304306 �小笠原航洋 �おといねっぷ �北海道 �（3） �26：34．6 �1：03．5 �72．53 

9 �054 �01303905 �渡辺基嗣 �飯山 �長野県 �（3） �26：37．7 �1：06．6 �74．15 

10 �110 �01304179 �長谷Iii海斗 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �26：38．7 �1：07．6 �74．67 

11 �117 �01304313 �佐藤弘起 �旭川大学 �北海道 �（3） �26：40．5 �1：09．4 �75．61 

12 �132 �01304059 �鹿田珠請 �六日町 �新潟県 �（3） �26：40．9 �1：09．8 �75．82 

13 �109 �01303912 �大塚栄青 �白馬 �長野県 �（3） �26：41．8 �1：10．7 �76．29 

14 �080 �01304572 �中島夕和 �小出 �新潟県 �（2） �26：42．1 �1：11．0 �76．45 

15 �077 �01304883 �木村龍也 �花輪 �秋田県 �（2） �26：42．4 �1：11．3 �76．60 

TimingDatabyALGE PrintTime14：42　　　　　　　　　　　　　　　　　DataServicebyTHA＆KS Page：1

撃成27年度皇国高帝幸枝総合体育夫姦策65回全国高等華厳スキー大壷

「きち揚韮れ　津彊靭雪願　われらが青春」

軽式サイト　手酌即／／脚。輔弼網目h．磨0m／

逓韻サイト　曲面／了軸健．jp布健脚雨／seleGt倍旧珊旧pC。php
回

携帯速誌



亜威重曹軍産垂国語鷺撃韻総合持寄素餐

諾虫害画室国憲鷺聾穣東車因島轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大箆温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ・ ポイント 

16 �106 �01304585 �坂詰健太郎 �小出 �新潟県 �（2） �26：44．5 �1：13．4 �77．70 

17 �016 �01306234 �山本竜 �花輪 �秋田県 �（1） �26：51．4 �1：20．3 �81．31 

18 �070 �01305718 �フインドレー登夢 �恵庭南 �北海道 �（2） �26：55．2 �1：24．1 �83．29 

19 �009 �01304870 �岡村慧胤 �白馬 �長野県 �（2） �26：55．7 �1：24．6 �83．55 

20 �118 �01304837 �田中　大輝 �旭川大学 �北海道 �（2） �26：56．0 �1：24．9 �83．71 

21 �120 �01304902 �渡遣万葉 �中野立志館 �長野県 �（2） �26：56．2 �1：25．1 �83．81 

22 �078 �01304080 �矢久保大介 �小出 �新潟県 �（3） �26：58．9 �1：27．8 �85．23 

23 �095 �01303911 �松倉源的 �白馬 �長野県 �（3） �26：59．7 �1：28．6 �85．64 

24 �003 �01304560 �星名　洋輝 �六日町 �新潟県 �（2） �27：00．8 �1：29．7 �86．22 

25 �062 �01305543 �フインドレー咲夢 �富良野 �北海道 �（2） �27：01．2 �1：30．1 �86．43 

26 �089 �01305093 �外谷涼太 �飯山 �長野県 �（1） �27：02．4 �1：31．3 �87．05 

27 �060 �01304274 �倉金卓実 �新庄北 �山形県 �（3） �27：02．9 �1：31．8 �87．32 

28 �067 �01304194 �宮木凌 �雑山 �富山県 �（3） �27：06．1 �1：35．0 �88．99 

29 �061 �01305186 �松田教士 �富良野 �北海道 �（1） �27：10．6 �1：39．5 �91．34 

30 �002 �01305561 �若松龍貴 �秋田北確 �秋田県 �（3） �27：17．8 �1：46．7 �95．10 

31 �053 �01303904 �寺沢卓 �飯山 �長野県 �（3） �27：20．0 �1：48．9 �96．25 

32 �112 �01306164 �佐藤凌 �北村山 �山形県 �（1） �27：21．1 �1：50．0 �96．83 

33 �015 �01304834 �渡違大地 �旭川農業 �北海道 �（2） �27：21．3 �1：50．2 �96．93 

34 �113 �01304467 �千川桐摩 �嬬恋 �群馬県 �（2） �27：24．2 �1：53．1 �98．44 

35 �032 �01304600 �片山樹 �新井 �新潟県 �（3） �27：28．7 �1：57．6 �100．80 

36 �057 �01305757 �小屋嘉毅 �北村山 �山形県 �（3） �27：30．2 �1：59．1 �101．58 

37 �083 �01304671 �久保蓮 �野辺地 �青森県 �（2） �27：31．9 �2：00．8 �102．47 

38 �088 �01304677 �境晃平 �束奥義蟄 �青森県 �（2） �27：33．3 �2：02．2 �103．20 

39 �051 �01305225 �中嶋竜之介 �十日町 �新潟県 �（1） �27：33．9 �2：02．8 �103．51 
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畢寵空曹峯虚皇国高電撃楼縫合駈南東塞講65回全国高察撃毅只古賀束重

訂書魯助辞れ　津軽詔雪願　われらが青春」

軽輩サイト　睦酢I／脚．輔醐翻由ね．馳開／

逓韻事イト　瞳酎〃柚的南面組閣軸布軸日鋼的旧聞脾臓印面p
回

麗辞踵朝



軒端雷管畢睦璧国語琶聾韓籠金棒藷轟糞

欝直写固豊国麗鷺撃横暴畢鴨島轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大窮温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

40 �064 �01305139 �高野幹也 �野辺地 �青森県 �（1〉 �27：45．9 �2：14．8 �109華， 

41 �028 �01304973 �小笠原歓喜 �富良野 �北海道 �（3） �27：46．6 �2：15．5 �110．15 

42 �040 �01304673 �松山　日向 �東奥義塾 �青森県 �（2） �27：48．7 �2：17．6 �111．25 

42 �139 �01304058 �関口　恭 �十日町 �新潟県 �（3） �27：48．7 �2：17．6 �111．25 

44 �135 �01304468 �黒岩純也 �嬬恋 �群馬県 �（2〉 �27：49．3 �2：18．2 �111．56 

45 �045 �01305012 �釜石和 �盛岡農業 �岩手県 �（2） �27：54．5 �2：23．4 �114．28 

46 �008 �01305415 �畔上晃 �中野立志館 �長野県 �（1） �27：54．7 �2：23．6 �114．38 

47 �180 �01304591 �岡田健太郎 �新井 �新潟県 �（2） �28：00．6 �2：29．5 �117．46 

48 �086 �01305060 �松本良介 �嬬恋 �群馬県 �（1） �28：05．6 �2：34．5 �120．08 

49 �092 �01306073 �小島清雅 �古川工業 �宮城県 �（2） �28：06．6 �2：35．5 �120．60 

50 �025 �01305758 �斉藤優太 �北村山 �山形県 �〈3） �28：07．1 �2：36．0 �120・86 

51 �049 �01305503 �宮木海 �雄山 �石川県 �（1） �28：14．4 �2：43．3 �124．67 

52 �022 �01306167 �大山悠 �新庄南金山 �山形県 �（2） �28：17．6 �2：46．5 �126．35 

53 �069 �01304757 �杉田有生 �鵠来 �石川県 �（2） �28：20．7 �2：49．6 �127．97 

54 �044 �01305236 �太島綾志 �十日町 �新潟県 �（2） �28：24．0 �2：52．9 �129．69 

55 �038 �01306186 �甫天溌介 �南砺平 �富山県 �（2） �28：25．0 �2：53．9 �130．21 

55 �111 �01304672 �小笠原有規 �野辺地 �青森県 �（3） �28：25．0 �2：53．9 �130．21 

57 �093 �01304164 �久保田　舜治 �盛岡南 �岩手県 �（3） �28：26．2 �2：55．1 �130．84 

58 �019 �01304301 �石川慎之介 �旭川大学 �北海道 �（3） �28：26．9 �2：55．8 �131．21 

59 �058 �01305546 �上山倍大 �盛岡南 �岩手県 �（2） �28：29．3 �2：58．2 �132．46 

60 �126 �01304198 �山田憲満 �高砺平 �富山県 �（3） �28：30．7 �2：59．6 �133．19 

61 �027 �01304755 �今川雅紀 �輯来 �石川県 �（2） �28：35．0 �3：03．9 �135．44 

62 �052 �01303877 �萩原涼太 �前橋商業 �群馬県 �（3） �28：36．9 �3：05．8 �136．43 

63 �152 �01304090 �荻野悠希 �関根学園 �新潟県 �（3） �28：37．1 �3：06．0 �136．54 
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軍巌空曹牽虚空国轟詩撃接轄宙拓育夫義範gB固全国高詩学楼スキー大患

草書電場龍れ　津軽蹄雷麗∴われらが青春」

軽或撃千卜瞳即f／榔翻．輔珊瑚主軸，翻囲了

逓蘭廿でト　瞳即fl善言的血陸棚睡帥証繭軸圃鵬即．軸歯
回

態轟速報



率斑雪富華醇垂国憲琶聾韻醗喜捷萬誌轟

諒壷雪国重囲轟鷺聾醸束車因島轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大琵温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

64 �004 �01306758 �斉藤拓斗 �新庄北 �山形県 �（1） �28：38．5 �3：07．4 �137・㍗ 

65 �140 �01304592 �安原直輝 �新井 �新潟県 �（2） �28：41．3 �3：10．2 �138．73 

66 �144 �01304831 �三上岳瑠 �名寄 �北海道 �（2） �28：42．0 �3：10．9 �139．ilO 

67 �047 �01305951 �囁山大輝 �大野 �福井県 �（3） �28：47．2 �3：16．1 �141．81 

68 �033 �01306172 �楠本海部 �高山工業 �岐阜県 �（2） �28：49．5 �3：18．4 �143．01 

69 �186 �01305218 �贋井葵生 �小千谷 �新潟県 �（1） �28：49．8 �3：18．7 �143．17 

70 �066 �01305389 �十川涼矢 �恵庭南 �北海道 �（1） �28：51．7 �3：20．6 �144．16 

71 �147 �01303882 �藤本雄大 �雫石 �岩手県 �（3） �28：51．8 �3：20．7 �144．22 

72 �012 �01304805 �杉村柊哉 �勝山義山校地 �岡山県 �（2） �28：53．7 �3：22．6 �145．21 

73 �104 �01304261 �北嶋大河 �鶴来 �石IIi県 �（3） �28：54．1 �3：23．0 �145．42 

74 �127 �01303899 �市村優太郎 �飯山北 �長野県 �（3） �29：08．8 �3：37．7 �153．10 

75 �074 �01304210 �鈴木蓮 �会津工業 �福島県 �（3） �29：09．0 �3：37．9 �153．20 

76 �026 �01306169 �中野淳 �東奥義塾 �青森県 �（2） �29：09．1 �3：38．0 �153．26 

77 �165 �01306070 �星水月 �南会津 �福島県 �（3） �29：10．3 �3：39．2 �153．88， 

78 �010 �01306887 �算用子勇悟 �弘前工業 �青森県 �（1） �29：10．7 �3：39．6 �154．09 

79 �154 �01305462 �佐々木与人 �十和田 �秋田県 �（1） �29：22．6 �3：51．5 �160．31 

80 �161 �01303830 �木村大希 �十和田 �秋田県 �（3） �29：23．5 �3：52．4 �160．78 

81 �068 �01306524 �福間竜ノ介 �飯南 �島根県 �（2） �29：23．7 �3：52．6 �160．88 

82 �085 �01305785 �朝井謙太郎 �同志社香里 �大阪府 �（3） �29：31．9 �4：00．8 �165．17 

83 �122 �01305165 �菅原崇陽 �古川工業 �宮城県 �（2） �29：32．3 �4：01．2 �165．38 

84 �166 �01306652 �安彦元貴 �新神産真室川 �山形県 �（2） �29：37．8 �4：06．7 �168．25 

85 �124 �01304807 �進賀涼平 �勝山義山校地 �岡山県 �（2） �29：43．5 �4：12．4 �171．23 

86 �193 �01305072 �田連凌 �盛岡南 �岩手県 �（1） �29：44．7 �4：13．6 �171．86 

＼87 �023 �01305817 �山越恵那 �高山工業 �岐阜県 �（3） �29：51．2 �4：20．1 �175．25 
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聾戯重曹寧虚空国語等撃楼攫脅搾南東轟第6富国豊国高率撃線スキー尭垂

F幸甚場娃れ　津軽蹄雪願　わ丸らが青春」

軽式サイト　軸瑠：ノ／脚，端部蝿繭一肌馳囲！

速韻事イト　瞳即！布l軸．jpf翻棚軸lse肥雛t掴珊印巳php
回

態端整韓



蜜斑雪雷畢障壁国憲欝聾韻醗畠輯萬黍轟

諒自害固重囲轟鷺撃醸東車因島轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大鰐温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

88 �021 �01304995 �吉田廉 �猪苗代 �福島県 �（2） �29；59．1 �4：28．0 �179．38 

89 �162 �01305510 �中島様 �十日町総合 �新潟県 �（1〉 �30：00．3 �4：29．2 �180．01 

90 �100 �01305339 �河本龍 �米子北 �鳥取県 �（1） �30：01．7 �4：30，6 �180．74 

91 �037 �01304749 �河野大悟 �加計芸北 �広島県 �（2） �30：05．3 �4：34．2 �182．62 

92 �149 �01307183 �高橋一寿 �新庄南金山 �山形県 �（1） �30：07．3 �4：36．2 �183．66 

93 �125 �01304887 �鎌田偉大 �大館鳳鴫 �秋田県 �（2） �30：08．4 �4：37．3 �184，24 

94 �156 �01304036 �柏原弘毅 �加計芸北 �広島県 �（3） �30：17．7 �4：46．6 �189．10 

95 �137 �01305504 �石元蓮 �富山第－ �富山県 �（1） �30：26．5 �4：55．4 �193．70 

96 �155 �01304910 �中山大嘩 �須坂 �長野県 �（2） �30：29．3 �4：58．2 �195．16 

97 �184 �01303859 �黒岩寛人 �利根商業 �群馬県 �（3） �30：34．9 �5：03．8 �198．09 

98 �076 �01305552 �福田樹 �高島 �滋賀県 �（2） �30：40．2 �5：09．1 �200．85 

99 �084 �01305809 �吉岡慎吾 �神戸村野工業 �兵庫県 �（3） �30：43．8 �5：12．7 �202．74 

100 �050 �01306605 �道坂怜生 �茨木 �大阪府 �（2） �30：44．8 �5：13．7 �203．26 

101 �138 �01306168 �須賀歩夢 �新庄北 �山形県 �（1） �30：47．4 �5：16．3 �204．62 

102 �172 �01304689 �杉本柊 �砺波工業 �富山県 �（2） �30：53．9 �5：22．8 �208．01 

103 �157 �01305676 �小林誠弥 �美幌 �北海道 �（3） �30：55．6 �5：24．5 �208．90 

104 �187 �01306655 �大久保利矩 �九里学園 �山形県 �（2） �30：57．5 �5：26．4 �209．89 

105 �114 �01305393 �沖田裕太 �飛騨神岡 �岐阜県 �（1） �31：00．7 �5：29．6 �211．57 

106 �059 �01306535 �渡還光 �名電 �愛知県 �（2） �31：06．2 �5：35．1 �214．44 

107 �150 �01305265 �阿部直希 �会津工業 �福島県 �（1） �31：07．7 �5：36．6 �215．22 

108 �094 �01304652 �中久木仲哉 �東海 �愛知県 �（2） �31：14．5 �5：43．4 �218．78 

109 �048 �01304634 �尾関隆巳 �名電 �愛知県 �（2） �31：17．0 �5：45．9 �220．08 

110 �007 �01305548 �小林大音 �高島 �滋賀県 �（1） �31：22．2 �5：51．1 �222．80 

111 �075 �01305554 �費藤姐 �高島高校 �滋賀県 �（2） �31：25．9 �5：54．8 �224．73 

TiningDatabyALeE PrintTime14‥42　　　　　　　　　　　　　　　　　DataServicebyTHA＆KS Page：5

浮厳空軍密度皇国高詩学按擬音紘育夫壷第65回皇国高詩学撚スキー来合

F書も場韮れ　津軽捕雪操∴われらが青春」

恕菰サイト　瞳印材榔脚。鋪剛蝿繭一曲軸闇l

逮韻事イト鵬即fl勧晒．jBf粥間eri布融印加聞鵬囲．軸p
回

擬轟踵報



亜感露骨華睡蓮国語麗筆謡綴喜輯萬黍轟

謹白雪国室国語鷺撃横幕峯岸東雲

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大鑑温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

112 �098 �01305204 �西垣和真 �村岡 �兵庫県 �（1） �31：32．6 �6：01．5 �228．23 

112 �176 �01305411 �湯本貫太 �長野 �長野県 �（1） �31：32．6 �6：01．5 �228．23 

114 �173 �01304899 �武田直樹 �須坂 �長野県 �（2） �31：32．8 �6：01．7 �228．34 

115 �071 �01305128 �馬場耕太郎 �追手門大手前 �大阪府 �（1） �31：33．5 �6：02．4 �228．70 

116 �123 �01306193 �佐藤彪流 �弘前工業 �青森県 �（2） �31：35．7 �6：04．6 �229．85 

117 �181 �01305373 �石原怜甫 �旭川東 �北海道 �（1） �31：49．0 �6：17．9 �236．80 

118 �101 �01304507 �神崎貴裕 �東邦大付東邦 �千葉県 �（2） �31：53．0 �6：21．9 �238．89 

119 �128 �01305522 �水谷醤 �桑名工業 �三重県 �（2） �31：57．2 �6：26．1 �241．09 

120 �091 �01305593 �市川健太 �大谷 �京都府 �（3） �31：59．4 �6：28．3 �242．24 

121 �096 �01306693 �鈴木孝昇 �豊島学院 �東京都 �（2） �32：03．4 �6：32．3 �244．33 

122 �055 �01305202 �澤田海大 �村岡 �兵庫県 �（1） �32：06．0 �6：34．9 �245．69 

123 �119 �01305787 �水本凌 �同志社香里 �大阪府 �（3） �32：10．4 �6：39．3 �247．98 

124 �102 �01306062 �鈴木裕也 �豊島学院 �東京都 �（3） �32：12．1 �6：41．0 �248．87 

125 �170 �01304806 �本守冬也 �勝山義山校地 �岡山県 �（2） �32：13．3 �6：42．2 �249．50 

126 �164 �01304896 �佐々木快人 �十和田 �秋田県 �（2） �32：16．7 �6：45．6 �251．28 

127 �108 �01305330 �上山龍之介 �勝山 �福井県 �（1） �32：22．9 �6：51．8 �254．52 

128 �020 �01306608 �渡谷拓生 �同志社香里 �大阪府 �（2） �32：30．9 �6：59．8 �258．70 

129 �065 �01306541 �寺尾良明 �名城大附 �愛知県 �（2） �32：32．7 �7：01．6 �259．64 

130 �079 �01305799 �五島央勝 �村岡 �兵庫県 �（3） �32：34．4 �7：03．3 �260．52 

131 �158 �01305127 �冨田拓巳 �追手門大手前 �大阪府 �（1） �32：43．9 �7：12．8 �265．49 

132 �182 �01306728 �藤原偉人 �美幌 �北海道 �（3） �32：48．6 �7：17．5 �267．94 

133 �013 �01305166 �遊佐由基 �古川工業 �宮城県 �（1） �32：51．9 �7：20．8 �269．67 

134 �036 �01306275 �河本岳 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �32：57．6 �7：26．5 �272．65 

135 �183 �01304882 �大口　粗斗 �長野商業 �長野県 �（2） �33：02．9 �7：31．8 �275．42 

TimingData byALGE PrintTime14：42　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：6

醇蔵空曹零度霊園高等撃楼縫合描育夫垂範65回皇国高蓉学接見年寄来会

干害量り誰如　法謹聴雷顕∴われら辞青春」

転読サイト　瞳酢／／醐脚，電割珊蝿繭一皿．馳鴎！

逓韻事で卜　軸即Il董胸懐高畠握曲浦ノ鶉は旗日慣珊瑚繍p！岬
回

轄轟態蔀



零輔重曹畢陸垂国憲藩学擦輔昏持寄東雲

詰壷富国室国語鷺撃榛東車相島轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大琵温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib Ne． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

136 �169 �01306656 �金子幹生 �北陸 �福井県 �（2） �33：08．3 �7：37．2 �278．24 

137 �034 �01304651 �竹村若人 �東海 �愛知県 �（2） �33：21．3 �7：50．2 �285．03 

138 �174 �01306161 �本谷航仁 �南砺福野 �富山県 �（1） �33：46．7 �8：15．6 �298．30 

139 �042 �01304650 �片井悠大 �東海 �三重県 �（2） �34：00．4 �8：29．3 �305．46 

140 �073 �01306694 �高田晃 �豊島学院 �東京都 �（2） �34：01．9 �8：30．8 �306．24 

141 �090 �01307285 �佐藤大気 �北杜 �山梨県 �（1） �34：04．4 �8：33．3 �307．55 

142 �017 �01306572 �中込大志 �韮崎工業 �山梨県 �（2） �34：12．9 �8：41．8 �311．99 

143 �133 �01306725 �梁川雅友 �大野 �福井県 �（2） �34：13．3 �8：42．2 �312．20 

144 �153 �01305868 �鈴木雄太 �名電 �愛知県 �（3） �34：30．8 �8：59．7 �321．34 

145 �043 �01306337 �渡邁暁斗 �大谷 �京都府 �（2） �34：33．9 �9：02．8 �322．96 

146 �159 �01305584 �河本昂 �名城大附 �愛知県 �（3） �34：50．0 �9：18．9 �331．38 

147 �005 �01305895 �加藤海慎一郎 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �35：00．2 �9：29．1 �336．70 

148 �131 �01306274 �鶴岡遥太郎 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �35：01．0 �9：29．9 �337．12 

149 �014 �01306522 �中野怜史 �飯南 �島根県 �（2） �35：01．9 �9：30．8 �337．59 

150 �175 �01306538 �酒井寛斗 �名城大附 �愛知県 �（2） �35：19．3 �9：48．2 �346．68 

151 �188 �01307061 �西原岳 �茨木 �大阪府 �（1） �35：20．4 �9：49．3 �347．26 

152 �035 �01304780 �岡本楓太 �下松工業 �山口県 �（2） �35：21．0 �9：49．9 �347．57 

153 �134 �01306886 �木村樹 �弘前工業 �青森県 �（1） �35：21．9 �9：50．8 �348．04 

154 �001 �01307288 �柳迫晋太朗 �札幌清田 �北海道 �（1） �35：25．4 �9：54．3 �349．87 

155 �039 �01306692 �若林大雅 �明大明治 �東京都 �（2） �35：32．1 �10：01．0 �353．37 

156 �072 �01305596 �河野純平 �大谷 �京都府 �（3） �35：36．6 �10：05．5 �355．72 

157 �024 �01306280 �山口　真之介 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �35：44．9 �10：13．8 �360．06 

158 �011 �01305727 �星澤克 �立命館慶祥 �北海道 �（1） �35：56．9 �10：25．8 �366．33 

159 �142 �01305808 �村田翔一 �神戸村野工業 �兵庫県 �（3） �36：08．3 �10：37．2 �372．29 

T面目gData by ALGE PrintTime14‥42　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：7

畢能生了等虚霊園窟詩学緒籠宮昧育夫壷寮65回豊国高率撃穀スキー大壷

「書透り韮れ　津軽蹄雪願∴わ丸島が青春」

転載サイト　鵬即f／脚．離婚脚翻出船置珊剛！

逓謳単音ト　瞳酎了珪j重鴫．jp塙Q膿嶋面　Se睦虞旧珊印G。pnp
回

轄轟選諦



率接重曹畢麿重囲藷輩撃藤醗蕾輯萬尭轟

欝自害固重囲轟欝聾擦裏革繭寓轟

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻‥13：00

太線温泉スキー場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

160 �018 �01304772 �田遺真矢 �日野 �鳥取県 �（2） �36；11．9 �10：40．8 �374・17 

161 �171 �01306601 �犬塚健介 �茨木 �大阪府 �（2） �36：17．5 �10：46．4 �377．09 

162 �105 �01305772 �篠原正輝 �韮崎工業 �山梨県 �（3） �36：36．8 �11：05．7 �387．18 

163 �136 �01307243 �中尾應伴 �安曇川 �滋賀県 �（1） �36：37．5 �11：06．4 �387．54 

164 �006 �01306567 �天谷岳 �韮崎工業 �山梨県 �（2） �36：42．9 �11：11．8 �390．37 

165 �141 �01307333 �長尾亮虎 �立命館慶祥 �北海道 �（3） �36：44．4 �11：13．3 �391．15 

166 �146 �01306743 �小島正大 �明大中野 �東京都 �（2） �37：06．5 �11：35．4 �402．70 

167 �031 �01304963 �椎名響 �明大中野 �東京都 �（2） �37：19．1 �11：48．0 �409．28 

168 �121 �01307321 �濱野博之 �拓大紅陸 �千葉県 �（1） �37：29．4 �11：58．3 �414．66 

169 �056 �01306645 �石垣竜太 �拓大紅陸 �千葉県 �（2） �37：45．0 �12：13．9 �422．81 

170 �041 �01307375 �高井久就 �同志社 �京都府 �（3） �37：45．7 �12：14．6 �423．1、8 

171 �177 �01307287 �内藤亮 �北杜 �山梨県 �（1） �38：09．3 �12：38．2 �435．51 

172 �163 �01306282 �山田学 �神戸村野工業 �兵庫県 �（2） �38：10．2 �12：39．1 �435．98 

173 �046 �01306053 �羽根田由佳 �明大明治 �東京都 �（2） �39：11．2 �13：40．1 �467．85． 

174 �160 �01306623 �藤原有恭 �日野 �鳥取県 �（2） �39：17．7 �13：46．6 �471．25 

175 �178 �01306737 �三浦勇斗 �本郷 �東京都 �（1） �39：23．1 �13：52．0 �474．07 

176 �151 �01306735 �恩田玲央 �本郷 �東京都 �（1） �39：45．4 �14：14．3 �485．72 

177 �130 �01305923 �清水空也 �拓大紅陸 �千葉県 �（3） �40：03．4 �14：32．3 �495．13 

178 �190 �01307215 �上田湧也 �矢上 �島根県 �（3） �40：05．9 �14：34．8 �496．43 

179 �168 �01307045 �束村渉 �豊岡総合 �兵庫県 �（1） �40：22．6 �14：51．5 �505．16 

180 �143 �01307218 �周藤優斗 �飯南 �島根県 �（1） �41：18．0 �15：46．9 �534．11 

181 �145 �01306953 �福本翔馬 �岩国広瀬 �山口県 �（1） �41：30．5 �15：59．4 �540．64 

182 �167 �01306742 �内野和宙 �明大中野 �東京都 �（2） �41：54．0 �16：22．9 �552．92 

183 �116 �01306902 �奥村動仁 �同志社 �京都府 �（1） �41：54．3 �16：23．2 �553．07 

TimingDatabyALGE Pr而Time14：42　　　　　　　　　　　　　　　　0ataServjcebyTHA＆KS Page‥8

輯齢空曹密度豊国恵詩学披総合体育輿珪藻垂ら国宝国語蓉警抜美キー太奮

草書魯鞠誰れ　津踵の雪騙　わ軋らが青春」

軽誌サイト　瞳朝子／脚．輔剛胴繭一肌的剛了

逓讃サイト　瞳即！／都的。jpf紬闇軸了馳l印咄盈間宮日照日露p
回

鰭轟彊諦



率威雷管華陸垂国憲鷺華麗総合辞雷茶会

語自室国宝国憲鷺聾醸青草鴨島垂

【男子10kmFree】

公式成績表

2016年02月05日　　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13：00

大鰐温泉娼一場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：37

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

184 �185 �01307406 �斎藤浩之輔 �東海大付浦安 �千葉県 �（1） �42：48．9 �17：17．8 �581・69 

185 �194 �01306699 �森洋貴 �安曇川 �滋賀県 �（2） �42：53．3 �17：22．2 �583．90 

186 �129 �01306908 �加藤翔琉 �立命館 �京都府 �（1） �43：00．5 �17：29．4 �587．66 

187 �192 �01307319 �田遣怜 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �43：14．5 �17：43．4 �594．98 

188 �179 �01306341 �深尾駿斗 �同志社 �京都府 �（2） �44：59．8 �19：28．7 �650．00 

189 �189 �01306223 �行鹿大毅 �岩国広瀬 �山口県 �（2） �47：35．7 �22：04．6 �731．45 

190 �115 �01307368 �平野智也 �水戸葵陵 �茨城県 �（1） �47：46．8 �22：15．7 �737．25 

191 �191 �01307254 �後藤姐－ �米子工業 �鳥取県 �（1） �48：44．2 �23：13．1 �767．24 

DID NOT START

099 �01305390 �西本篤史 �飛騨高山 �壷阜県 �（1） � � � 

107 �01305815 �中切虎太郎 �高山工業 �岐阜県 �（3） � � � 

DID NOT FINISH

酒井悠全

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

194 �191 �2 �1 �0 

佐藤英樹（SAJ）II方 藤谷勇仁（SM）経た㍉票に

Timing Data by ALGE PrintTime14：42 Data Service by THA＆KS Page：9

聾齢重曹等廣霊園轟等撃軽総合緋青果素読輔園舎固高詩学授スキー太轟

「書逼り光れ　津彊掃雪彊　われらが青春」

軽誌サイト　繭即／／囲，輔珊瑚Hh，駒囲！

逓讃廿イト瞳即！囲鵬．jp布相聞oril軸融醍醐唾．Pnp
回

攫蒔踵請



荘成富雷草庵全国蕎竃華揺認含緒寄束垂

欝自害国宝国語篤学横貴書話東電

【女子　5kmFree】

公式成績表

大鰐温泉スキー場／青森県
2016年02月05日　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

終了時刻：11：02

ジュリー �コースデータ 

技術代表　　　　　佐藤　英樹（SAJ） �コース名　　　　　　　　　　　　　　青森あじやら如スルトリーコース 

アシ八かトTD　　　　　萩原　和典（SAJ） �全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5km 

競技委員長　　　　木村　幹弥（SM） �標高差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86m 

極限登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45m 

出発・決勝標高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210m、 

合計登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　169m 

コース公認No：　　　　　　　　　　　　　　SAJ28－cc－07／97 

周回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

気象状況　　　　　　　　観測時刻　　　　気温　　　　風向　　　　風速　　　　雪温　　　　天気　　　　湿度 

10：00　　　　　0．5℃　　　　北西　　　1．0m　　　　－0．7℃　　　　晴れ　　　　55．4％ 

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

1 �073 �01305146 �横波汐諦 �野辺地 �青森県 �（1） �14：14．2 �0．0 �49．56 

2 �082 �01304928 �宮崎　日香里 �中野立志館 �長野県 �（2） �14：26．6 �12．4 �61．17 

3 �066 �01304905 �成田生絵 �十和田 �秋田県 �（2） �14：38．0 �23．8 �71．85 

4 �075 �01304186 �土濃掠世奈 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �14：56．2 �42．0 �88．90 

5 �070 �01304336 �滝澤空良 �旭川大学 �北海道 �（3） �14：58．7 �44．5 �91．24 

5 �080 �01304967 �近田美穂 �旭川大学 �北海道 �（2） �14：58．7 �44．5 �91．24 

7 �074 �01304108 �関優希奈 �小出 �新潟県 �（3〉 �14：59．1 �44．9 �91．61 

8 �057 �01304292 �渡辺愛珠 �飯山北 �長野県 �（3） �14：59．8 �45．6 �92．27 

9 �053 �01303897 �佐藤葵 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �15：00．5 �46．3 �92．92 

10 �059 �01304185 �藤田菜々瀬 �秋田北慮 �秋田県 �（3） �15：01．3 �47．1 �93．67 

11 �055 �01304201 �浅地李佳 �南砺平 �富山県 �（3） �15：03．7 �49．5 �95．92 

12 �031 �01304419 �木村希 �花輪 �秋田県 �（3） �15：04．2 �50．0 �96．39 

13 �061 �01303997 �荒川愛花 �野辺地 �青森県 �（3） �15：06．5 �52．3 �98．54 

14 �035 �01304922 �小林千住 �飯山 �長野県 �（2） �15：12．2 �58．0 �103．88 

15 �052 �01304703 �山石沙也加 �恵庭南 �北海道 �（2） �15：14．2 �1：00．0 �105．75 

Timing Data by ALGE PrintTimell：07　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by mA＆KS Page：1

畢成27年度皇国高等学按総会筒音大壷第6くら国宝国鳥等学蔽えキ細大合

戸きらり光れ　津軽曲雪顧　われらが青春」

公報サイト　h抽可／醐婚約W翻Hht朗鵬／

連覇サイト　脱臼：／la暗雲。jpf離間軸／窒e胎Gt的珊印程．php
回

麗辞踵輔



荘厳富曹寧庸登国憲詰華掠韓金棒寄黍重

篤白雪国宝国憲鷺華横暴車話東垂

【女子　5kmFree】

公式成績表

大観泉杜場／青森県　　　　　　2016年02月05日　　　　　　翼謹書

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

16 �025 �01304420 �本田優希 �花輪 �秋田県 �（3） �15：14．5 �1：00．3 �106．03 

17 �065 �01304422 �田村希 �北村山 �山形県 �（3） �15：16．6 �1：02．4 �108．00 

18 �104 �01304683 �米田藁緒 �小坂 �秋田県 �（2） �15：16．7 �1；02．5 �108．09 

19 �079 �01304203 �林明日香 �南砺乎 �富山県 �（3） �15：17．9 �1：03．7 �109．22 

20 �072 �01304613 �服部智子 �十日町 �新潟県 �（2） �15：18．4 �1：04．2 �109．69 

21 �060 �01305756 �五十嵐美鈴 �北村山 �山形県 �（3） �15：18．5 �1：04．3 �109．78 

22 �051 �01304333 �酒井結衣 �富良野 �北海道 �（3） �15：20．4 �1：06．2 �111．56 

23 �030 �01304852 �福田光 �おといねっぷ �北海道 �（2） �15：22．0 �1：07．8 �113．06 

24 �081 �01304434 �山本希歩 �盛岡南 �岩手県 �（3） �15：23．9 �1：09．7 �114．84 

25 �049 �01304951 �米倉寿里 �恵庭南 �北海道 �（2） �15：25．4 �1：11．2 �116．24 

26 �047 �01304686 �水木彩 �東奥義塾 �青森県 �（2） �15：25．8 �1：11．6 �116．62 

27 �020 �01304908 �田原朱諦 �十和田 �秋田県 �（2） �15：26．4 �1：12．2 �117．18 

28 �029 �01304849 �沢谷潮音 �おといねっぷ �北海道 �（2） �15：32．7 �1：18．5 �123．08 

29 �021 �01304106 �山本智恵 �六日町 �新潟県 �（3） �15：37．6 �1：23．4 �127．67 

30 �022 �01304929 �岡澤沙季 �白馬 �長野県 �（2） �15：42．3 �1：28．1 �132．07 

31 �043 �01305035 �松村明奈 �飯山 �長野県 �（1） �15：46．7 �1：32．5 �136．19 

31 �062 �01305001 �馬場真語彙 �十日町 �新潟県 �（2） �15：46．7 �1：32．5 �136．19 

33 �039 �01304605 �小嶋優荊 �十日町 �新潟県 �（2） �15：48．4 �1：34．2 �137．78 

34 �012 �01305303 �笛木瑞希 �六日町 �新潟県 �（1） �15：50．1 �1：35．9 �139．38 

35 �045 �01304278 �五十嵐萌 �新庄北 �山形県 �（3） �15：50．6 �1：36．4 �139．84 

36 �009 �01305470 �望月　咲良 �十和田 �秋田県 �（1） �15：52．8 �1：38．6 �141．90 

37 �092 �01305423 �山本明里 �中野立志館 �長野県 �（1） �15：55．1 �1：40．9 �144．06 

38 �087 �01305385 �船場菜面子 �恵庭南 �北海道 �（1） �16：02．2 �1：48．0 �150．71 

39 �056 �01304344 �渡辺恵理奈 �旭川大学 �北海道 �（3） �16：07．9 �1：53．7 �156．05 

TilningDatabyALGE Prin…mell‥07　　　　　　　　　　　　　　　　DataServicebyTHA＆KS Page：2

詔勝之7年度霊園繭等韓楼縫合樟育夫壷第65回全国高詩学薮スキー犬舎

軍書還り光れ　津軽餌雪囁　われらが青春」

擾式サイト鵬即／／醐嘔馳駆軸－ih．G別間／ 回
逓韻サイト的招魂軸車軸醐ri塙鵬t醍醐暗P匝∴轄繭踵報



亜様重曹草庵垂国憲鷺学務総合醇吾桑垂

欝膵国宝国語聾華操只事話東電

【女子　5kmFree】

公式成績表

大鰐温耕一場／青森県　　　　　　2016年02月05日　　　　　　誤認器

順位 �Bib No． �SAJ 　code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

40 �046 �01305301 �荒川真奈 �小出 �新潟県 �（2） �16：11．1 �1：56．9 �159．04 

41 �011 �01305103 �高橋荊那 �白馬 �長野県 �（1） �16：11．9 �1：57．7 �159．79 

42 �028 �01305889 �斉藤員夕 �飯山 �長野県 �（2） �16：14．7 �2：00．5 �162．41 

43 �034 �01305562 �中村安寿 �東海大四 �北海道 �（1） �16：15．4 �2：01．2 �163．07 

44 �040 �01305430 �本間夏奈 �北村山 �山形県 �（1） �16：16．4 �2：02．2 �164．01 

45 �095 �01303915 �田III綺菜 �上田染谷丘 �長野県 �（3） �16：27．8 �2：13．6 �174．68 

46 �077 �01305403 �中原あかり �京都光挙 �京都府 �（1） �16：31．0 �2：16．8 �177．68 

47 �005 �01304698 �中井柊花 �南砺平 �富山県 �（2） �16；33．6 �2：19．4 �180．11 

48 �038 �01305505 �鹿瀬悠 �雄山 �富山県 �（1） �16：35．0 �2：20．8 �181．43 

49 �023 �01305564 �柴田裕 �新庄南金山 �山形県 �（2） �16：39．1 �2：24．9 �185．27 

50 �089 �01305278 �康弁あゆ �小千谷 �新潟県 �（1） �16：44．7 �2：30．5 �190．51 

51 �036 �01304752 �高屋有里 �加計芸北 �広島県 �（2） �16：58．2 �2：44．0 �203．15 

52 �002 �01304098 �酒井梨沙 �十日町総合 �新潟県 �（3） �16：59．4 �2：45．2 �204．28 

53 �099 �01304924 �中島荊佳子 �白馬 �長野県 �（2） �17：01．2 �2：47．0 �205．96 

54 �105 �01304093 �細金堂 �小千谷 �新潟県 �（3） �17：04．0 �2：49．8 �208．59 

55 �050 �01305333 �黒田真美 �勝山 �福井県 �（1） �17：05．8 �2：51．6 �210．27 

56 �048 �01307245 �筒井淑衣 �大野 �福井県 �（1） �17：07．0 �2：52．8 �211．40 

57 �088 �01304409 �束渡映豊住 �飛騨高山 �岐阜県 �（3） �17：12．0 �2：57．8 �216．08 

58 �071 �01305476 �鈴木雅 �雫石 �岩手県 �（2） �17：15．7 �3：01．5 �219．54 

59 �017 �01305719 �窪井ゆかり �旭川農業 �北海道 �（1） �17：29．7 �3：15．5 �232．66 

60 �064 �01304927 �内田夢加 �中野立志館 �長野県 �（2） �17：29．8 �3：15．6 �232．75 

61 �013 �01303853 �蝋山加奈子 �利根商業 �群馬県 �（3） �17：34．1 �3：19．9 �236．78 

62 �033 �01305603 �大村明日香 �同志社 �京都府 �（3） �17：37．4 �3：23．2 �239．87 

63 �026 �01306166 �大山綬章 �新庄南金山 �山形県 �（1） �17：」鳩．2 �3：29．0 �245．30 

TimingDatabyALGE PrintTimell：07　　　　　　　　　　　　　　　　　DataServicebyTHA＆KS

秘境27寧虚空回転電撃枝総合抹育夫塞寮的国宝国高等学鞍スキー大会

干害も場光れ　津軽掃雪猿　われらが青春」

蟄菰サイト鵬即了／醐帽軸湖面一肌周囲／ 回
逓顎サイト瞳即f／細雪・jp再婚醐而e舶t掴鵬pG・php　携帯速報



蜜成重曹率塵重囲蕎諸学誌総告辞吾桑会

誌串堅固重囲詰欝輩横暴車話東電

【女子　5kmFree】

公式成績表

大綜温泉娼一場／青森県　　　　　　2016年02月05日　　　　　　繋寵諾2

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

64 �090 �01305305 �秋元美咲 �小千谷 �新潟県 �（1） �17：43．3 �3：29．1 �245．39 

65 �110 �01304637 �中澤美佑 �小出 �新潟県 �（2） �17：43．4 �3：29．2 �245．49 

66 �086 �01304117 �星野美貴 �六日町 �新潟県 �（3） �17：43．7 �3：29．5 �245．77 

67 �058 �01305600 �安西なつみ �京都光華 �京都府 �（3） �18：01．4 �3：47．2 �262．34 

68 �106 �01306185 �神川清奈 �角館 �秋田県 �（2） �18：02．0 �3：47．8 �262．91 

69 �063 �01305609 �林真生 �同志社女子 �京都府 �（3） �18：11．0 �3：56．8 �271．33 

70 �003 �01304854 �水野ひかる �旭川商業 �北海道 �（2） �18：12．0 �3：57．8 �272．27 

71 �076 �01306607 �土井智沙代 �同志社香里 �大阪府 �（2） �18：18．9 �4：04．7 �278．73 

72 �068 �01304352 �中原　さくら �安曇川 �滋賀県 �（3） �18：25．0 �4：10．8 �284．45 

73 �018 �01305076 �米田　日向子 �盛岡南 �岩手県 �（1） �18：43．9 �4：29．7 �302．15 

74 �085 �01304853 �前田理沙 �富良野線峰 �北海道 �（2） �18：50．1 �4：35．9 �307．95 

75 �044 �01306609 �小田悠里名 �大阪女学院 �大阪府 �（2） �18：53．6 �4：39．4 �311．23 

76 �001 �01305950 �澤田春菜 �勝山 �福井県 �（3） �18：54．5 �4：40．3 �312．07 

77 �054 �01305731 �青木美柏 �大阪女学院 �大阪府 �（1） �18；56．6 �4：42．4 �314．04 

78 �016 �01304503 �奥林杏日加 �大阪女学院 �大阪府 �（2） �18：58．1 �4：43．9 �315．45 

79 �027 �01305402 �太田　小雪 �高島 �滋賀県 �（1） �19：05．4 �4：51．2 �322．28 

79 �067 �01305684 �菊内来実 �水戸葵陵 �茨城県 �（3） �19：05．4 �4：51．2 �322．28 

81 �010 �01306602 �河野愛住 �茨木 �大阪府 �（2） �19：19．6 �5：05．4 �335．58 

82 �097 �01306722 �寺島梨子 �石動 �富山県 �（2） �19：33．4 �5：19．2 �348．51 

83 �037 �01305147 �佐藤千亜希 �野辺地 �青森県 �（1） �19：47．7 �5：33．5 �361．90 

84 �116 �01305521 �小谷貴子 �勝山義山校地 �岡山県 �（1） �19：51．5 �5：37．3 �365．46 

85 �078 �01304167 �浅田彩絵 �米子北 �鳥取県 �（3） �19：54．0 �5：39．8 �367．80 

86 �101 �01306344 �前出　梨花 �同志社女子 �京都府 �（2） �19：56．0 �5：41．8 �369．67 

87 �006 �01305789 �力津礼乃 �同志社香里 �大阪府 �（3〉 �19：57．5 �5：43．3 �371．08 
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覗威27零度皇国高察学校縫合紘南東転籍65回皇国高詩学薮スキー大会

干害を申光れ　津軽妨害諒　われらが青春」

盛武サイト瞳説了／醐憶軸爛隔日出場脚／ 回
逓籠サイト脚部！／如芭・j函弛醐riI謙蕪泊を掴鵬PG・php　携帯謹軸



春雄雷官軍塵垂国憲薔学寵籠告辞寄東雲

欝虫害国宝国語竃撃撰東車表東轟

【女子　5kmFree】

公式成績表

大観泉社場／青森県　　　　　　2016年02月05日　　　　　　罵諾諾2

順位 �Bib No． �SAJ 　code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

88 �004 �01305610 �松本先業 �同志社女子 �京都府 �（3） �20：08．5 �5：54．3 �381．38 

89 �007 �01305545 �飛世南東 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �20：20．2 �6：06．0 �392．34 

90 �015 �01306279 �高貴唯 �村岡 �兵庫県 �（2） �20：23．0 �6：08．8 �394．96 

91 �019 �01306055 �白戸貴美子 �金城学院 �愛知県 �（2） �20：29．0 �6：14．8 �400．58 

92 �111 �01307060 �西澤和 �茨木 �大阪府 �（1） �20：40．5 �6：26．3 �411．35 

93 �024 �01304535 �鈴木杏奈 �韮崎 �山梨県 �（3） �21：13．1 �6：58．9 �441．88 

94 �107 �01305208 �西田すず乃 �村岡 �兵庫県 �（1） �21：19，6 �7：05．4 �447．97 

95 �093 �01305015 �山田瑞季 �高島 �滋賀県 �（3） �21：29．7 �7：15．5 �457．43 

96 �096 �01305786 �徳山美咲 �同志社香里 �大阪府 �（3） �21：37．3 �7：23．1 �464．54 

97 �103 �01307330 �伊藤梨沙 �美幌 �北海道 �（3） �21：38．0 �7：23．8 �465．20 

98 �083 �01306146 �遠藤芙憂 �米子北 �鳥取県 �（2） �21：39．8 �7：25．6 �466．89 

99 �008 �01306340 �嶋村知香 �同志社 �京都府 �（2） �22：06．9 �7：52．7 �492．27 

100 �114 �01306900 �鬼頭亜美 �京都光害 �京都府 �（1） �22：10．9 �7：56．7 �496．01 

101 �108 �01306894 �富戸鈴音 �大谷 �京都府 �（1） �22：14．3 �8：00．1 �499．20 

102 �102 �01306612 �千葉珠希 �札幌稲妻 �北海道 �（2） �22：16．1 �8：01．9 �500．88 

103 �098 �01306604 �杉村真由 �茨木 �大阪府 �（2） �22：39．8 �8：25．6 �523．08 

104 �091 �01307388 �田中揺子 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �22：49．2 �8：35．0 �531．88 

105 �069 �01307312 �名倉楓 �豊島学院 �東京都 �（1） �23：05．1 �8：50．9 �546．77 

106 �115 �01306891 �板倉美乃里 �大谷 �京都府 �（1） �23：06．5 �8：52．3 �548．08 

107 �113 �01305206 �上田美沙生 �村岡 �兵庫県 �（1） �24：10．4 �9：56．2 �607．93 

108 �094 �01307256 �藤原育子 �米子工業 �鳥取県 �（1） �24：23．7 �10：09．5 �620．39 

109 �042 �01305342 �藤定由莫 �日野 �鳥取県 �（1） �24：35．4 �10：21．2 �631．34 

110 �117 �01307401 �落合舞衣 �韮崎 �山梨県 �（2） �24：47．2 �10：33．0 �642．40 

111 �100 �01306537 �奥村綾乃 �名城大附 �愛知県 �（2） �25：04．6 �10：50．4 �658．69 

TimingDatabyALGE PrintTimell‥07　　　　　　　　　　　　　　　　　DataServicebyTHA＆KS Page：5

畢威27年度全国慈善嘗掠縫合抹育夫轟赫65回婁国鳥詩学楼スキー大会

「きらり光れ　津軽掃雪頴　われらが青春」

亜式サイト臨地豆右脚繭．輔弼翻上皿助mf

逓認サイト瞳的竹軸南口／甜闘rけ輔程的t輔珊喰田富．両p
回

携帯轄範



謹聴重曹華南室国憲竃撃掠醗含辞書来会

欝白雪画室国語等撃撰貴書話東雲

【女子　5kmFree】

公式成績表

大詰温泉八十場／青森県
2016年02月05日 開始時刻：10：00

終了時刻：11：02

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属 �県　名 �学年 �所要時間 �差 �SAJ ポイント 

112 �084 �01307278 �青柳美空 �韮崎 �山梨県 �（2） �25：51．2 �11：37．0 �702．33 

113 �112 �01307317 �佐野みのり �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �26：38．8 �12：24．6 �746．91 

114 �109 �01307257 �宮本明未紗 �米子工業 �鳥取県 �（1） �34：36．0 �20：21．8 �1193．84 

DID NOTSTART

014 �01305730 �寺本　こなみ �飯南 �島根県 �（3） � � � 

032 �01305566 �橋本ゆず菜 �飛騨高山 �岐阜県 �（1） � � � 

041 �01305384 �沢谷亜海 �余市紅志 �北海道 �（1） � � � 

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

117 �114 �3 �0 �0 

誓‡樹（SAJ，糎蘭藻横罫 � 
セクレタリー

藤谷　勇仁（SM）
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評成27零度全国高等常按総合体育太秦第65国全国高詩学綾スキー大会

F害毒申荒れ　津軽龍雪諒　われらが青春」

璽誌サイト　h咄田子／掘．電昌餌糊翻Hh．珊調／

連覇サイト　的tp豆la嶋帽．jpね噂膜面lSe結露的脚部鳩，Php
回

携帯踵茄


