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【ノルディックコンバインド】

公式成績表

2016年02月06日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻‥13：30

大綜温泉祥一場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：05

ジュリー �コースデータ 

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

アシ入れトTD　　　　　　中村　光伯（SAJ） �全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10km（2．5kmx4） 

競技委員長　　　　　石戸谷洋平（SM） �標高差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50m　． 

極限登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29m 

出発“決勝標高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210m＿ 

合計登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180m 

コース公認No： 

周回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 

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

13：30　　　　　－0．1℃　　　　　北　　　　　2．0m　　　　－1．2℃　　　　曇り　　　　60．5％ 

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属　　　　　　　（学年） �県　名 �ジャンプ ポイント順位 �クロカン 　タイム順位 �到着差 � � 

1 �003 �1200344 �永峯寿樹 �飯山北　　　　　　　　（3） �長野 �124．0　（2） �25：26．0　（11） �0．0 � � 

21002l12005101宮崎敬太　　！花輪

3loo511200347中村優斗　l飯山

4l00中200451l木村吉大　l花輪

51010占2003461億日英郁　　i飯山

（1）！秋田

韮
124・0（2）125：52・0（16）

113・0（5）l25：21・4（10）

105・0（7）l25：01・7（4）

99：5（10）124：43．5（2）

6 �008 �1200334 �三ケ田泰良 �盛岡中央　　　　　　　（3） �岩手 �＿102．5　（8） �24：58．6　（3） �58．6 � � 

7 �004 �1200436 �山川太朗 �東海大四　　　　　　　（2） �北海道 �122．0　（4） �26：32．0　（23） �1：14．0 � � 

8 �013 �1200453 �湯瀬瞬 �小坂　　　　　　　　　（2） �秋田 �91．5　（13） �24：32．4　（1） �1：16．4 � � 

9l OO6l1200370！渡部大滝　　　i猪苗代　　　　　　　（3）！福島l lO7．0　（6）l　25：55．2（17）l l：37．2

10 �014 �1200345 �山本涼太 �飯山　　　　　　　　　（3） �長野 �90．0　（14） �25：02．7　（5） �1：52．7 � � 

11！009日200382！尾形優也　　害東海大四　　　（3）！北海道！101・5（9）！26：12・2（21）！2：16・2

12Io16l12004481北村健士郎　l白馬　　　　　（2）i長野l　80．5（16）l　25：34．1（13）l　3：02．1

13 �011 �1200426 �清水建言 �札幌日大　　　　　　（2） �北海道 �98．0　（11） �26：46．1（24） �3：04．1 � � 

14！019日200343！村上細入　　　l盛岡中央　　　　　　（3）l　岩手l　　71．5（19）1　25：06．8　（6）1　3：10．8
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溶接27密度豊国姦詩学様態宙株育夫轟誇崖5回全国高等撃楼スキー来賓
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軽誌サイト　曲即了／醐℡＄軸鵬翻白露事珊撤！

葦イト　的t靖：了／嶺的健高畠偶開繭／se鳴禽t醍珊瑚噛．php
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昏揺萬東雲

串要束 重量壷‘ 

【ノルディックコンバインド】

公式成績表

大観耕一場／青森県　　　　　　2016年02月06日　　　　　　課認諾

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属　　　　　　　　（学年） �県　名 �ジャンプ ポイント順位 �クロカン 　タイム順位 �到着差 � �l l 

15 �001 �1200484 �斉藤祐輝 �東海大四　　　　　　（1） �北海道 �128．0　（1） �28：56．7　（31） �3：14．7 � � 

16 �015 �1200402 �桑津優輯 �東海大四　　　　　　（2） �北海道 �84．0（15） �26：12．2　（21） �3：26．2 � � 

17 �018 �1200337 �室田　宙 �長野原　　　　　　　（3） �群馬 �72．0　（18） �26：08．6　（19） �4：10．6 � � 

18 �020 �1200369 �尾淵春 �秋田北鷹　　　　　　（3） �秋田 �63．0　（20） �25：37．2　（14） �4：15．2 � � 

19 �023 �1200400 �工藤姐悠 �盛岡第三　　　　　　（2） �岩手 �58．5　（23） �25：32．4　（12） �4：28．4 � � 

20 �021 �1200342 �山元令壱 �雄山　　　　　　　　　（3） �宮山 �60．0　（21） �25：41．4　（15） �4：31．4 � � 

21 �026 �1200538 �小林響平 �角館　　　　　　　　　（3） �秋田 �53．0　（26） �25：18．7　（9） �4：36．7 � � 

22 �017 �1200470 �佐藤友星 �下川商業　　　　　　　（1） �北海道 �78．0　（17） �27：15．6　（25） �4：53．6 � � 

23 �022 �1200403 �栗田　将書 �飯山　　　　　　　　　（2） �長野 �59．5　（22） �26：10．6　（20） �5：02．6 � � 

24 �029 �1200507 �高澤健 �飯山　　　　　　　　（1） �長野 �46．0　（29） �25：17．2　（8） �5：03．2 � � 

25 1 �028 �1200421 �小柳大 �砥来　　　　　　　　（3） �石川 �51．0　（27） �25：56．5　（18） �5：22．5 � � 

26 �012 �1200508 �清水拓 �中野立志館　　　　　　（1） �長野 �96．5　（12） �29：22．4　（33） �5：46．4 � � 

27 �034 �1200423 �古谷友希 �雄山　　　　　　　　　（2） �富山 �23．5　（34） �25：11．1　（7） �6：27．1 � � 

28 �027 �1200523 �森鷲太 �盛岡中央　　　　　　　（1） �岩手 �51．d（27） �27：26．0　（26） �6：52．0 � � 

29 �024 �1200425 �山中　隆寛 �五所川原農林　　　　（2） �青森 �58．0　（24） �28：06．4　（29） �7：04．4 � � 

30 �025 �1200377 �白木信之介 �米沢工業　　　　　　　（3） �山形 �53．5　（25） �29：02．3　（32） �8：18．3 � � 

31 �033 �1200445 �斉藤豊 �盛岡農業　　　　　　　（2） �岩手 �38．5　（33） �28：03．9　（28） �8：19．9 � � 

32 �032 �1200615 �桝舘仁 �花輪　　　　　　　　（1） �秋田 �39．5　（32） �28：20．8　（30） �8：32．8 � � 

33 �035 �1200386 �橋本蔵之助 �高山工業　　　　　　（3） �岐阜 �19．5　（35） �27：42．0　（27） �9：14．0 � � 

34 �031 �1200454 �五十嵐陽介 �米沢工業　　　　　　（2） �山形 �43．5　（30） �30：05．8　（34） �10：01．8 � � 

35 �036 �1200505 �橋本将太郎 �高山工業　　　　　　（1） �岐阜 �－31．5　（36） �31：01．1（35） �15：57．1 � � 

DID NOT FINISH

030 �1200340 �永瀬裕也 �中央農業　　　　　　（3） �富山 �43．5　（30） � � � � 
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鮮麗27密度堅固蔑詩学桜総督体育真義第6堅固喜図南詩学掠式年椅来会

ト　輔t即了／駒翻．電軸馳翻手配〟的剛！

ザイト　鵬t即fI昌i離南子細剛〔舶了馳彊G的轟押印磨．php
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竃寧鴇醗昏揺萬東雲

車鴨島 富五重． 

【ノルディックコンバインド】

公式成績表

2016年02月06日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：13‥30

大鰐温泉娼一場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：14：05

順位 �Bib No． �SAJ 　Code �名前 �所属　　　　　　　（学年） �県　名 �ジャンプ ポイント順位 �クロカン 　タイム順位 �到着差 � � 

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

36 �35 �0 �1 �0 

北島光則（SAJ）北衛光則
競技委員長 石戸谷洋平（SM） �彦裕二孝平 　ヽ＿ 

l　　　　　’l 
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野鶴空曹緯度豊国轟詩学楼輪島体育未轟第65回全国譜詩学抜スキー来会

イト　鵬即I／鵬．粥日脚翻由比馳開！

イト　摘勘竹重佃聴高畠館闇雨両軸朗t醍醐鵬田嶋．php
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