
牽感電曹華麿室国憲麗筆撰露台韓膏東轟

蒜白雪国宝国憲鷺学校東車菖東電

【男子10km ClassicaI】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10‥00

大綜温泉スト場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11：42

ジュリー �コースデータ 

技術代表　　　　　　佐藤　英樹（SAJ） �コース名　　　　　　　　　　　　　　青森あじやらクロがントリー］一入 

アシスタント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 

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

10：00　　　　　－3．6℃　　　　　北　　　　1．0m　　　　－7．6cc　　　　曇り　　　　63．0％ 

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 �068 �01304972 �後藤大成 �おといねっぷ �北海道 �（3） �28：03．7 �0．0 �46．07 

2 �106 �01305543 �フインドレー咲夢 �富良野 �北海道 �（2） �28：22．2 �18．5 �54．86 

3 �084 �01305093 �外谷涼太 �飯山 �長野県 �（1） �28：24．1 �20．4 �55．76 

4 �081 �01304418 �畑澤壱希 �花輪 �秋田県 �（3） �28：27．0 �23．3 �57．14 

5 �026 �01304837 �田中大輝 �旭川大学 �北海道 �（2） �28：29．6 �25．9 �58．38 

6 �085 �01304820 �大田喜　日向 �おといねっぷ �北海道 �（2） �28：32．8 �29．1 �59．90 

7 �017 �01304585 �坂詰健太郎 �小出高校 �新潟県 �（2） �28：42．0 �38．3 �64．27 

8 �073 �01305460 �土渡塚悠成 �秋田北鷹 �秋田県 �（1） �28：44．6 �40．9 �65．50 

9 �155 �01304572 �中島夕和 �小出 �新潟県 �（2） �28：45．0 �41．3 �65．69 

10 �023 �01304179 �長谷川海斗 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �28：46．0 �42．3 �66．17 

11 �107 �01304560 �星名　洋躍 �六日町 �新潟県 �（2） �28：46．4 �42．7 �66．36 

12 �019 �01304883 �木村龍也 �花輪 �秋田県 �（2） �28：53．9 �50．2 �69．92 

13 �089 �01304690 �山下陽嘩 �南砺平 �富山県 �（2） �28：54．2 �50．5 �70．06 

14 �079 �01304194 �宮木凌 �雄山 �富山県 �（3） �29：01．9 �58．2 �73．72 

15 �105 �01304164 �久保田舜治 �盛岡南 �岩手県 �（3） �29：06．5 �1：02．8 �75．91 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：1

雷蔵を7密度豊国高等学能総督株育夫壷読65回全国高詩学薮スキー大畠

「きらり光れ　津彊妙重爆　われらが青春」

宏武サイト　的t即／／轍．毎的押翻白轟，舶鵬！

逓艶サイト　鵬を即ノ／割重昭血／aQ曲浦Ise菖朗t醍醐即C．両日
回

轄韓踵報



亜臨空官軍麿垂国憲鷺撃韻総告辞蚕桑轟

欝壷雪国豊国麗鷺撃横暴車摩末輩

【男子10km CIassicaI】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10‥00

大琵温泉八十場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11：42

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 �012 �01304999 �柏崎有哉 �十日町 �新潟県 �（2） �29：06．6 �1：02．9 �75・96・ 

17 �024 �01304058 �関口　恭 �十日町 �新潟県 �（3） �29：09．7 �1：06．0 �77．43 

18 �044 �01305215 �宮崎遼周 �小出 �新潟県 �（1） �29：12．2 �1：08．5 �78．62 

19 �128 �01305243 �羽吹唯人 �十日町総合 �新潟県 �（1） �29：12．3 �1：08．6 �78．66 

20 �048 �01304902 �渡邁万葉 �中野立志館 �長野県 �（2） �29：14．7 �1：11．0 �79．81 

21 �031 �01304936 �三浦喜成 �旭川大学 �北海道 �（2） �29：20．5 �1：16．8 �82．56 

22 �066 �01303911 �松倉源帥 �白馬 �長野県 �（3） �29：23．5 �1：19．8 �83．99 

23 �185 �01305218 �鹿井葵生 �小千谷 �新潟県 �（1） �29：26．9 �1：23．2 �85．60 

24 �054 �01305225 �中嶋竜之介 �十日町 �新潟県 �（1） �29：33．0 �1：29．3 �88．50 

24 �059 �01304306 �小笠原航洋 �おといねっぷ �北海道 �（3） �29：33．0 �1：29．3 �88．50 

26 �067 �01304672 �小笠原有規 �野辺地 �青森県 �（3） �29：34．2 �1：30．5 �89・07 

27 �098 �01304059 �鹿田珠輝 �六日町 �新潟県 �（3） �29：35．3 �1：31．6 �89．59 

28 �050 �01304974 �佐々木亮祐 �富良野 �北海道 �（3） �29：37．7 �1：34．0 �90．73 

29 �083 �01305012 �釜石和 �盛岡農業 �岩手県 �（2） �29：39．2 �1：35．5 �91．45 

30 �104 �01305757 �小屋轟穀 �北村山 �山形県 �（3） �29：40．9 �1：37．2 �92．25 

31 �070 �01306073 �小島清雅 �古川工業 �宮城県 �（2） �29：42．0 �1：38．3 �92．78 

32 �075 �01304671 �久保蓮 �野辺地 �青森県 �（2） �29：45．8 �1：42．1 �94．58 

33 �018 �01304895 �高畑弘也 �花輪 �秋田県 �（2） �29：46．6 �1：42．9 �94．96 

34 �062 �01303904 �寺沢卓 �飯山 �長野県 �（3） �29：48．8 �1：45．1 �96．01 

35 �030 �01306167 �大山悠 �新庄南金山 �山形県 �（2） �29：52．4 �1：48．7 �97．72 

36 �091 �01305427 �石山柊平 �北村山 �山形県 �（1） �29：55．4 �1：51．7 �99．14 

37 �071 �01304600 �片山樹 �新井 �新潟県 �（3） �29：55．9 �1：52．2 �99．38 

38 �065 �01305139 �高野幹也 �野辺地 �青森県 �（1） �29：56．0 �1：52－3 �99．43 

39 �093 �01304467 �千川桐摩 �嬬恋 �群馬県 �（2） �30：01．3 �1：57．6 �101．95 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ata Service by THA＆KS Page：2

聾寵窒7筆塵豊国高等華厳総合体育茶壷諌65回皇国譜寄学接スキー実費

F書逼り韮れ　津謹聴雪願　わ軋毒が青春」

蜜菰単記卜　曲勘竹駒翻。粥轡掘翻日露。馳珊f

速韻事亭卜　瞳瑠：了布i璽韓．jpf鞠隔軸f離船ct醍醐即時．軸臓
回

轄端麗韓



率蟻窒曹聾麿重囲蕎鷺撃韓攫畠輯萬諒轟

欝拉雪国重囲藷竃撃横暴車因島轟

【男子10km CiassicaI】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

大鰐温泉八十場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11：42

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

40 �101 �01305718 �フインドレー登夢 �恵庭南 �北海道 �（2） �30：06．9 �2：03．2 �104，61 

41 �045 �01303882 �藤本雄大 �雫石 �岩手県 �（3） �30：09．7 �2：06．0 �105．94 

41 �103 �01303912 �大塚栄吉 �白馬 �長野県 �（3） �30：09．7 �2：06．0 �105．的 

43 �011 �01303903 �酒井悠司 �飯山 �長野県 �（3） �30：12．7 �2：09．0 �107．36 

44 �039 �01304673 �松山　日向 �東奥義塾 �青森県 �（2） �30：14．0 �2：10．3 �107．98 

45 �025 �01304839 �頓所達也 �富良野 �北海道 �（2） �30：14．8 �2：11．1 �108．36 

46 �078 �01304757 �杉田有生 �輯来 �石川県 �（2） �30：18．0 �2：14．3 �109．88 

47 �097 �01304272 �渡辺増大 �北村山 �山形県 �（3） �30：20．1 �2：16．4 �110．88 

48 �060 �01305464 �高橋和希 �秋田北鷹 �秋田県 �（1） �30：22．4 �2：18．7 �111．97 

49 �052 �01304677 �境晃平 �東奥義塾 �青森県 �（2） �30：23．3 �2：19．6 �112．40 

50 �124 �01304887 �鎌田偉大 �大館風鴫 �秋田県 �（2） �30：25．3 �2：21．6 �113．35 

51 �134 �01303830 �木村大希 �十和田 �秋田県 �（3） �30：29．5 �2：25．8 �115．35 

52 �009 �01305503 �宮木海 �競山 �富山県 �（1） �30：37．5 �2：33．8 �119．15 

53 �003 �01304876 �泉原直幸 �白馬 �長野県 �（2） �30：40．6 �2：36．9 �120．62 

54 �148 �01304090 �荻野悠希 �関根学園 �新潟県 �（3） �30：50．4 �2：46．7 �125．28 

55 �118 �01304831 �三上岳瑠 �名寄 �北海道 �（2） �30：50．9 �2：47．2 �125．51 

56 �127 �01307183 �高橋一寿 �新庄南金山 �山形県 �（1） �30：55．4 �2：51．7 �127－65 

57 �142 �01306748 �伊東大輝 �旭川大学 �北海道 �（1） �30：55．7 �2：52．0 �127．79 

58 �037 �01305060 �松本良介 �嬬恋 �群馬県 �（1） �30：57．4 �2：53．7 �128．60 

59 �033 �01304274 �倉金卓実 �新庄北 �山形県 �（3） �30：58．9 �2：55．2 �129．32 

60 �057 �01305951 �囁山大輝 �大野 �福井県 �（3） �31：01．1 �2：57．4 �130．36 

61 �119 �01306758 �斉藤拓斗 �新庄北 �山形県 �（1） �31：03．6 �2：59．9 �131．55 

62 �174 �01304574 �中俣旭日 �六日町 �新潟県 �（2） �31：03．7 �3：00．0 �131．60 

63 �002 �01304909 �岩下聖 �中野立志館 �長野県 �（2） �31：04．7 �3：01．0 �132．07 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：3

尊厳空軍年度皇国轟等撃擬態合体育夫重箱65回全国高詩学掠スキー大会

F書ら申韮如　法怒掃雪顕　わ丸亀が青春」

軽誌サ舌卜　圃勘宮輔弼．粥垣潮観山藁。馳聯！

逓韻事ヰト　師を酎fI登！粥．j日商破闇函南繭輔t醍醐竜田轡，両日
回

轄轟達観



率感雪盲華麿垂国憲聾撃轄饗昏韓萬索轟

欝毒害固豊国藷麗筆醸束車国東轟

【男子10km Classical】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

大綜温泉八十場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11‥42

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 �076 �01304468 �黒岩純也 �嬬恋 �群馬県 �（2） �31：06．0 �3：02．3 �132．69・ 

65 �096 �01305330 �上山龍之介 �勝山 �福井県 �（1） �31：11．0 �3：07．3 �135．06 

66 �040 �01304805 �杉村柊哉 �勝山義山校地 �岡山県 �（2） �31：13．7 �3：10．0 �136．35 

67 �157 �01305546 �上山倍大 �盛岡南 �岩手県 �（2） �31：16．7 �3：13．0 �137．77 

68 �187 �01305072 �田逮凌 �盛岡南 �岩手県 �（1） �31：23．9 �3：20．2 �141．19 

69 �175 �01305268 �岩下剛己 �新井 �新潟県 �（2） �31：24．7 �3：21．0 �141．57 

70 �146 �01304834 �渡連大地 �旭IiI農業 �北海道 �（2） �31：24．8 �3：21．1 �141．62 

71 �117 �01304284 �高相幸也 �中野立志館 �長野県 �（3） �31：30．2 �3：26．5 �144．19 

72 �136 �01305462 �佐々木与人 �十和田 �秋田県 �（1） �31：32．3 �3：28．6 �145．19 

73 �152 �01303877 �萩原涼太 �前橋商業 �群馬県 �（3） �31：32．8 �3：29．1 �145．42 

74 �058 �01305389 �十川　涼矢 �恵庭南 �北海道 �（1） �31：33．2 �3：29．5 �145．61 

75 �072 �01304261 �北嶋大河 �韓来 �石川県 �（3） �31：34．5 �3：30．8 �146．23 

76 �092 �01304210 �鈴木蓮 �会津工業 �福島県 �（3） �31：45．6 �3：41．9 �151．50 

77 �049 �01304755 �今川雅紀 �鶴来 �石川県 �（2） �31：49．2 �3：45．5 �153．21 

78 �008 �01304270 �海藻睦 �新庄北 �山形県 �（3） �31：54．5 �3：50．8 �155．73 

79 �034 �01305165 �菅原崇陽 �古川工業 �宮城県 �（2） �32：01．6 �3：57．9 �159．11 

80 �129 �01303899 �市村優太郎 �飯山北 �長野県 �（3） �32：03．6 �3：59．9 �160．06 

81 �014 �01306172 �楠本海部 �高山工業 �岐阜県 �（2） �32：13．4 �4：09．7 �164．71 

82 �112 �01305504 �石元蓮 �富山第一 �富山県 �（1） �32：20．2 �4：16．5 �167．94 

83 �167 �01304896 �佐々木快人 �十和田 �秋田県 �（2） �32：22．8 �4：19．1 �169．18 

84 �123 �01304808 �立田康樹 �勝山蒜山校地 �岡山県 �（2） �32：28．0 �4：24．3 �171．65 

85 �130 �01304910 �中山大哩 �須坂 �長野県 �（2） �32：30．0 �4：26．3 �172．60 

86 �013 �01304036 �柏原弘毅 �加計芸北 �広島県 �（3） �32：30．6 �4：26．9 �172．89 

87 �094 �01304652 �中久木仲裁 �東海 �愛知県 �（2） �32：31．6 �4：27．9 �173．36 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ata Service by THA＆KS Page：4

雫麗圭子率鹿妻国護詩学按経営拇育夫基経65回皇国高等学鞍スキー来会

軍書電場韮如　法彊蹄雪蔑∴拝礼電離青春」

軽轟サイト　圃勘／馳脚．電馳駆劉白露．軸蘭！

逓讃せず卜　瞳即lI登咄軌j由轟健脚舶来＄睦G鳴盈膿印篭．両日
回

露語整報



畢播豊富華麿垂国語鷺撃輯露台韓脊索轟

欝缶雪国婁国憲鷺聾横暴畢畔束轟

【男子10km Classical】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

大鰐温泉スト場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻‥11：42

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 �007 �01305128 �馬場耕太郎 �追手門大手前 �大阪府 �（1） �32：36．7 �4：33．0 �175．78 

89 �140 �01305265 �阿部直希 �会津工業 �福島県 �（1） �32：48．1 �4：44．4 �181．20 

90 �100 �01305785 �朝井謙太郎 �同志社香里 �大阪府 �（3） �32：49．1 �4：45．4 �181．68 

91 �149 �01304749 �河野大悟 �加計芸北 �広島県 �（2） �32：51．0 �4：47．3 �182．58 

92 �016 �01306169 �中野淳 �東奥義塾 �青森県 �（2） �32：55．0 �4：51．3 �184．48 

93 �108 �01305815 �中切虎太郎 �高山工業 �岐阜県 �（3） �32：55．9 �4：52．2 �184．91 

94 �061 �01306524 �福間竜ノ介 �飯南 �島根県 �（2） �32：56．8 �4：53．1 �185．33 

95 �186 �01305817 �山越恵耶 �高山工業 �岐阜県 �（3） �33：05．6 �5：01．9 �189．52 

96 �158 �01304807 �進賀涼平 �勝山義山校地 �岡山県 �（2） �33：06．9 �5：03．2 �190．13 

97 �141 �01305393 �沖田裕太 �飛騨神岡校 �岐阜県 �（1） �33：08．9 �5：05．2 �191．08 

98 �069 �01305552 �福田樹 �高島 �滋賀県 �（2） �33：12．6 �5：08．9 �192．84 

99 �153 �01305676 �小林誠弥 �美幌 �北海道 �（3） �33：22．3 �5：18．6 �197．45 

100 �088 �01306541 �寺尾良明 �名城大附 �愛知県 �（2） �33：24．1 �5：20．4 �198．31 

101 �145 �01306652 �安彦元貴 �新補産真室川 �山畢県 �（2） �33：27．7 �5：24．0 �200．02 

102 �102 �01305339 �河本龍 �米子北 �鳥取県 �（1） �33：32．5 �5：28．8 �202．30 

103 �020 �01306535 �渡邁光 �名電 �愛知県 �（2） �33：35．5 �5：31．8 �203．72 

104 �183 �01306728 �藤原健人 �美幌 �北海道 �（3） �33：37．1 �5：33．4 �204．48 

105 �028 �01307381 �増子勇次郎 �猪苗代 �福島県 �（1） �33：46．8 �5：43．1 �209．09 

106 �090 �01305787 �水本凌 �同志社香里 �大阪府 �（3） �33：48．2 �5：44．5 �209．76 

107 �001 �01305695 �細川裕太 �南砺平 �富山県 �（1） �33：50．0 �5：46．3 �210．61 

108 �041 �01306608 �渡谷拓生 �同志社香里 �大阪府 �（2） �33：52．8 �5：49．1 �211．94 

109 �173 �01305261 �星野一歩 �猪苗代 �福島県 �（1） �33：55．9 �5：52．2 �213．42 

110 �135 �01306193 �佐藤彪流 �弘前工業 �青森県 �（2） �33：56．3 �5：52．6 �213．61 

111 �095 �01305390 �西本篤史 �飛騨高山 �岐阜県 �（1） �34：04．4 �6：00．7 �217．45 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：5

鮮感空事等廣霊園高詩学譲総督捧育英壷寮電5回皇国高雷撃轄只事議案妻

戸きち申琵れ　津軽悌雪願：出札互が青春」

盤菰サイト　摘軸：／！翻。電昌龍脚窒摘一肌”馳剛／

逓韻事キト　曲面／布l粥．jp先導隔8riI艶臆ct醍醐竜田電由岬
回

轄轟遼蔀



零接重曹草庵垂国憲琶撃韓繕台韓蚕桑轟

蒜缶富国豊国麗筆撃横幕畢因島垂

【男子10km Ciassical】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10‥00

大窮温泉娼一場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻白1：42

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 �180 �01305840 �藤井亮汰 �小坂 �秋田県 �（3） �34：13．0 �6：09．3 �221．54， 

113 �137 �01304899 �武田直樹 �須坂 �長野県 �（2） �34：13．4 �6：09．7 �221．73 

114 �170 �01303859 �黒岩寛人 �利根商業 �群馬県 �（3） �34：20．7 �6：17．0 �225．20 

115 �179 �01305453 �小千田佳樹 �南砺平 �富山県 �（1） �34：22．4 �6：18・7 �226．01 

116 �132 �01306725 �薬用雅友 �大野 �福井県 �（2） �34：3工9 �6：28．2 �230．52 

117 �110 �01306605 �追抜怜生 �茨木 �大阪府 �（2） �34：32．3 �6：28．6 �230．71 

118 �156 �01306886 �木村樹 �弘前工業 �青森県 �（1） �34：36．1 �6：32．4 �232．52 

119 �087 �01305593 �市川健太 �大谷 �京都府 �（3） �34：37．6 �6：33．9 �233．23 

120 �036 �01304634 �展開隆巳 �名電 �愛知県 �（2） �34：43．3 �6：39．6 �235．94 

121 �162 �01306653 �五十嵐正弥 �新庄南金山 �山形県 �（2） �34：47．7 �6：44．0 �238．03 

122 �077 �01305809 �吉岡慎吾 �神戸村野工業 �兵庫県 �（3） �34：54．6 �6：50．9 �241．31 

123 �120 �01305522 �水谷響 �桑名工業 �三重県 �（2） �35：01．6 �6：57．9 �244．63 

124 �064 �01305204 �西垣和真 �村岡 �兵庫県 �（1） �35：06．9 �7：03．2 �247．15 

125 �056 �01305548 �小林大昔 �高島 �滋賀県 �（1） �35：22．6 �7：18．9 �254．61 

126 �168 �01306655 �大久保利矩 �九里学園 �山形県 �（2） �35：26．9 �7：23．2 �256．65 

127 �150 �01306887 �算用子勇悟 �弘前工業 �青森県 �（1） �35：35．0 �7：31．3 �260．50 

128 �109 �01306142 �前島友星 �豊島学院 �東京都 �（1） �35：45．6 �7：41．9 �265．54 

129 �053 �01304507 �神崎貴裕 �東邦大付東邦 �千葉県 �（2） �35：52．6 �7：48．9 �268．87 

130 �171 �01305373 �石原怜甫 �旭川東 �北海道 �（1） �35：56．8 �7：53．1 �270．86 

131 �086 �01306693 �鈴木孝昇 �豊島学院 �東京都 �（2） �36：01．5 �7；57．8 �273．09 

132 �021 �01304651 �竹村有人 �東海 �愛知県 �（2） �36：16．5 �8：12．8 �280．22 

132 �022 �01306522 �中野怜史 �飯南 �島根県 �（2） �36：16．5 �8：12．8 �280．22 

134 �063 �01305202 �澤田海大 �村岡 �兵庫県 �（1） �36：33．3 �8：29．6 �288．20 

135 �047 �01305799 �五島央勝 �村岡 �兵庫県 �（3） �36：36．6 �8：32．9 �289．77 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THAaKS Page：6

雫鹿豊了等虚空国高等苧楼齢脅体育夫建窯65回皇国高等学報ス卓然大会

「書らり韮軋　法寵蹄雪頴　われらが青春」

軽読サイト　鵬t即f／醐掴瞳凱撒翻上納。朗的／

遜韻廿イト　h撒即ff8時乱jpねむ問舶／害配船ct輔弼印篭，両日
回

麗辞靂寵



率感電曹華醇垂国憲萬華鴇総合俸寄東雲

閉F艶掴皇国窟聾学校青書話貴重

【男子10km CIassical】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

大鰐温泉スト場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11：42

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

136 �055 �01305440 �三浦達也 �名電 �愛知県 �（1） �36：38．5 �8：34．8 �290．67． 

137 �164 �01304882 �大口姐斗 �長野商業 �長野県 �（2） �36：42．7 �8：39．0 �292．67 

138 �154 �01305166 �遊佐由基 �古川工業 �宮城県 �（1） �36：53．3 �8：49．6 �297．71 

139 �099 �01305772 �篠原正輝 �韮崎工業 �山梨県 �（3） �36：58．6 �8：54．9 �300．22 

140 �074 �01306337 �渡邁暁斗 �大谷 �京都府 �（2） �37：00．8 �8：57．1 �301．27 

141 �038 �01305554 �斉藤姐 �高島 �滋賀県 �（2） �37：00．9 �8：57．2 �301．32 

142 �111 �01306112 �柘植健生 �東海 �愛知県 �（2） �37：20．4 �9：16．7 �310．58 

143 �139 �01305127 �冨田拓巳 �追手門大手前 �大阪府 �（1） �37：24．2 �9：20．5 �312．39 

144 �042 �01306656 �金子幹生 �北陸 �福井県 �（2） �37：32．4 �9：28．7 �316．28 

145 �122 �01304780 �岡本楓太 �下松工業 �山口県 �（2） �37：34．3 �9：30．6 �317．19 

146 �133 �01305584 �河本昂 �名城大附 �愛知県 �（3） �37：46．7 �9：43．0 �323．08． 

147 �131 �01305895 �加藤海慎一郎 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �38：03．4 �9：59．7 �331．01 

148 �‘032 �01306567 �天谷岳 �韮崎工業 �山梨県 �（2） �38：08．0 �10：04．3 �333．20 

149 �082 �01306694 �高田晃 �豊島学院 �東京都 �（2） �38：10．5 �10：06．8 �334．39 

150 �010 �01305808 �村田翔一 �神戸村野工業 �兵庫県 �（3） �38：30．7 �10：27．0 �343．99 

151 �080 �01306572 �申込大志 �韮崎工業 �山梨県 �（2） �38：40．3 �10：36．6 �348．55 

152 �029 �01306692 �若林大雅 �明大明治 �東京都 �（2） �38：47．5 �10：43．8 �351．97 

153 �015 �01307285 �佐藤大気 �北杜 �山梨県 �（1） �38：50．6 �10：46．9 �353．44 

154 �125 �01307375 �高井久就 �同志社 �京都府 �（3） �39：00．7 �10：57．0 �358．24 

155 �121 �01306274 �相同遥太郎 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �39：04．9 �11：01．2 �360．24 

156 �144 �01306275 �河本岳 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �39：12．1 �11：08．4 �363．66 

157 �043 �01306053 �羽根田由佳 �明大明治 �東京都 �（2） �39：46．5 �11：42．8 �380．00 

158 �046 �01305596 �河野純平 �大谷 �京都府 �（3） �39：59．9 �11：56．2 �386．37 

159 �005 �01306277 �林慶典 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �40：12．3 �12：08．6 �392．26 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ata Service by THA＆KS Page：7

聾感27年度皇国高等学校縫合体育輿壷窺65回雪国高等警抜スキー来会

Fきらり遮れ　津軽の雪顧　われらが青春」

軽：隷サイト　h社印／／翻．轡的脚親日h．GOm／

速輯サイト　輔tp：！／登時程．jp／軸闇融fSelect醜聞印葺，php
回

携帯遵鶉



率感豊雪辱麿重囲露竃撃韻輔車韓蚕桑轟

語壷雪国室国語鷺聾恐幕卑語束轟

【男子10km Classicai】

公式成績表

2016年02月07日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

大鰐温泉福一場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11：42

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 �006 �01306648 �友清喬央 �拓大紅陵 �千葉県 �（2） �40：15．6 �12：11．9 �393．83 

161 �163 �01306601 �犬塚僅介 �茨木 �大阪府 �（2） �40：15．8 �12：12．1 �393．92 

162 �051 �01304772 �日蓮真矢 �日野 �鳥取県 �（2） �40：26．9 �12：23．2 �399．20 

163 �188 �01307147 �佐山太一 �名城大附 �愛知県 �（1） �40：54．7 �12：51．0 �412．41 

164 �177 �01307061 �西原岳 �茨木 �大阪府 �（1） �40：56．3 �12：52．6 �413．17 

165 �113 �01307215 �上田湧也 �矢上 �島根県 �（3） �41：38．0 �13：34．3 �432．98 

166 �027 �01304963 �椎名響 �明大中野 �東京都 �（2） �41：50．2 �13：46．5 �438．78 

167 �116 �01307321 �濱野博之 �拓大紅陵 �千葉県 �（1） �42：19．9 �14：16．2 �452．89 

168 �115 �01306735 �恩田玲央 �本郷 �東京都 �（1） �43：11．6 �15：07．9 �477．45 

169 �166 �01307283 �酒井悠全 �北杜 �山梨県 �（1） �43：16．3 �15：12．6 �479．69 

170 �035 �01305916 �安西哲也 �拓大紅陵 �千葉県 �（3） �43：33．4 �15：29．7 �487，81 

171 �172 �01306623 �藤原有恭 �日野 �鳥取県 �（2） �43：42．2 �15：38．5 �491．99 

172 �159 �01305800 �清水英樹 �神戸村野工業 �兵庫県 �（3） �43：44．5 �15：40．8 �493．09 

173 �161 �01307319 �田邁怜 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �44：54．0 �16：50．3 �526．11 

174 �126 �01307243 �中尾鷹伴 �安曇川 �滋賀県 �（1） �45：01．5 �16：57．8 �529．67 

175 �184 �01306953 �福本翔馬 �岩国広瀬 �山口県 �（1） �45：11．7 �17：08．0 �534．52 

176 �147 �01306621 �新友樹 �米子工業 �鳥取県 �（2） �45：18．0 �17：14．3 �537．51 

177 �004 �01306902 �奥村勤仁 �同志社 �京都府 �（1） �45：21．6 �17：17．9 �539．22 

178 �114 �01307284 �坂本宗晴 �北杜 �山梨県 �（1） �46：14．0 �18：10．3 �564．12 

179 �160 �01307045 �東村渉 �豊岡総合 �兵庫県 �（1） �46：31．9 �18：28．2 �572．62 

180 �143 �01306691 �星野駿 �明大明治 �東京都 �（2） �46：35．4 �18：31．7 �574．29 

181 �182 �01307406 �斎藤浩之輔 �東海大付浦安 �千葉県 �（1） �48：10．4 �20：06．7 �619．43 

182 �165 �01307216 �金枝裕貴 �矢上 �島根県 �（3） �48：30．2 �20：26．5 �628．83 

183 �169 �01306744 �細谷佳広 �明大中野 �東京都 �（2） �48：33．6 �20：29．9 �630．45 

Timing Data by ALGE PrintTimell：54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：8

軍撞27密度豊国高等学読総督搾南東轟読唇毎回富国精霊警抜スキー来会

F曹魯り韮れ　津彊靭雪露　わ丸ら蔀青春」

擾轟サイト　囲靖子／醐！垣軸掘親日h書馳闇！

連鶉寧イト　軸即fl郎轄j田塙櫨開班毎劇eG書館珊瑚葛”pi岬
回

籍話題諦



率蟻豊富華麿豊国轟鷺聾韻醗畠播萬東轟

蒜白雪固重囲轟竃撃横暴車上暴露

【男子10km Classical】

公式成績表

大観射場／青森県　　　　　　2016年02月07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 

184 �181 �01306742 �内野和宙 �明大中野 �東京都 �（2） �49：18．2 �21：14．5 �651．64 

185 �138 �01306908 �加藤翔琉 �立命館 �京都府 �（1） �50：35．3 �22：31．6 �688．27 

186 �178 �01306699 �森洋貴 �安曇川 �滋賀県 �（2） �51：29．3 �23：25．6 �713 �93 

187 �176 �01306341 �深尾駿斗 �同志社 �京都府 �（2） �57：05．7 �29：02．0 �873．77 

DID NOT START

平野智也

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

188 �187 �1 �0 �0 

佐藤英樹（SAJ）I

セクレタリー

藤谷勇仁（SM）萌㍉在、重ん－
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轟諸学掠総

重量計 

【女子　5kmCiassical】

公式成績表

大鰐温泉スキー場／青森県
2016年02月06日　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

終了時刻：11：03

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］一入 

アシ入れトTD　　萩原和典（SAJ） 競技委員長　　木村幹弥（SAA） �全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5km 

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　　　　　0．3℃　　　　　南　　　　　2．0m　　　　－3．8℃　　　　曇り　　　　55．6％ 

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 �082 �01304928 �宮崎　日香里 �中野立志館 �長野県 �（2） �15：17．9 �0．0 �56．33 

2 �081 �01304185 �藤田菜々瀬 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �15：32．7 �14，8 �69．23 

3 �053 �01303897 �佐藤葵 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �15：43．3 �25．4 �78．47 

4 �058 �01304186 �土濃塚世奈 �秋田北鷹 �秋田県 �（3） �15：54．0 �36．1 �87．79 

5 �083 �01305146 �横演汐荊 �野辺地 �青森県 �（1） �16：09．0 �51．1 �100．87 

6 �084 �01304108 �関優希奈 �小出 �新潟県 �（3） �16：11．0 �53．1 �102．61 

7 �045 �01304201 �浅地李佳 �南砺平・ �富山県 �（3）一 �16：13．9 �56．0 �105．14 

8 �072 �01304905 �成田生絵 �十和田 �秋田県 �（2） �16：15．0 �57．1 �106．10 

8 �077 �01304422 �田村希 �北村山 �山形県 �（3） �16：15．0 �57．1 �106．10 

10 �055 �01304927 �内田夢加 �中野立志館 �長野県 �（2） �16：20．0 �1：02．1 �110．45 

11 �038 �01304683 �米田菜緒 �小坂 �秋田県 �（2） �16：26．0 �1：08．1 �115．68 

12 �076 �01304434 �山本希歩 �盛岡南 �岩手県 �（3） �16：26．8 �1：08．9 �116．38 

13 �048 �01304344 �渡辺恵理奈 �旭川大学 �北海道 �（3） �16：30．2 �1：12．3 �119．34 

14 �074 �01304967 �近田美穂 �旭川大学 �北海道 �（2） �16：31．7 �1：13．8 �120．65 

15 �001 �01304190 �澤田美都 �十和田 �秋田県 �（3） �16：33．5 �1：15．6 �122．22 
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【女子　5kmClassical】

公式成績表

大鰐温耕一場／青森県　　　　　　2016年02月06日　　　　　　詰蕾隷書3

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 �056 �01304336 �滝澤空良 �旭川大学 �北海道 �（3） �16：35．8 �1：17．9 �124．22 

17 �107 �01304419 �木村希 �花輪 �秋田県 �（3） �16：40，0 �1：22．1 �127．88 

18 �020 �01304852 �福田光 �おといねっぷ �北海道 �（2） �16：45．3 �1：27．4 �132．50 

19 �062 �01303997 �荒川愛花 �野辺地 �青森県 �（3） �16：46．2 �1：28．3 �133，29 

20 �039 �01305385 �船場菜高子 �恵庭南 �北海道 �（1） �16：48．8 �1：30．9 �135．55 

21 �017 �01305423 �山本明星 �中野立志館 �長野県 �（1） �16：50．3 �1：32．4 �136．86 

22 �052 �01304951 �米倉寿里 �恵庭南 �北海道 �（2） �16：50．7 �1：32．8 �137．21 

23 �079 �01304292 �渡辺愛珠 �飯山北 �長野県 �（3） �16：50．8 �1：32．9 �137．30 

24 �049 �01304605 �小嶋優荊 �十日町 �新潟県 �（2） �16：51．4 �1：33．5 �137．82 

25 �047 �01304203 �林明日香 �南砺平 �富山県 �（3） �16：53．0 �1：35．1 �139．21 

26 �064 �01304613 �服部智子 �十日町 �新潟県 �（2） �16：55，8 �1：37．9 �141．66 

27 �024 �01304922 �小林千住 �飯山 �長野県 �（2） �16：56．2 �1：38．3 �142．00 

28 �007 �01304420 �本田優希 �花輪 �秋田県 �（3） �16：57．0 �1：39．1 �142．70 

29 �071 �01304278 �五十嵐萌 �新庄北 �山形県 �（3） �16：58．6 �1：40．7 �144．10 

30 �059 �01304703 �山石沙也加 �恵庭南 �北海道 �（2） �17：05．8 �1：47．9 �150．37 

31 �003 �01305470 �望月　咲良 �十和田 �秋田県 �（1） �17：07．3 �1：49．4 �151．68 

32 �041 �01305101 �小林志繊 �壷山 �長野県 �（1） �17：07．4 �1：49．5 �151．77 

33 �073 �01304333 �酒井結衣 �富良野 �北海道 �（3） �17：10．8 �1：52．9 �154．73 

34 �032 �01305001 �馬場真語彙 �十日町 �新潟県 �（2） �17：14．9 �1：57．0 �158．30 

35 �085 �01305756 �五十嵐美鈴 �北村山 �山形県 �（3） �17：15．9 �1：58．0 �159．17 

36 �054 �01304686 �水木彩 �東奥義塾 �青森県 �（2） �17：16．4 �1：58．5 �159．61 

37 �029 �01306654 �森百花 �北村山 �山形県 �（2） �17：18．8 �2：00．9 �161．70 

38 �008 �01304929 �岡澤沙季 �白馬 �長野県 �（2） �17：20．1 �2：02．2 �162．83 

39 �095 �01304106 �山本智恵 �六日町 �新潟県 �（3） �17：22．6 �2：04．7 �165．01 
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【女子　5kmClassical】

公式成績表

大鰐温泉杜場／青森県　　　　　　2016年02月06日　　　　　　震謂嵩

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 �050 �01305035 �松村　明察 �飯山 �長野県 �（1） �17：37．6 �2：19．7 �178．09 

41 �035 �01305505 �鹿瀬悠 �雄山 �富山県 �（1） �17：41．0 �2：23．1 �181．05 

42 �011 �01305301 �荒川真奈 �小出 �新潟県 �（2） �17：41．1 �2：23．2 �181．14 

43 �092 �01305278 �廉井　あゆ �小千谷 �新潟県 �（1） �17；46．6 �2：28．7 �185．93 

44 �098 �01305465 �児玉浦香 �花輪 �秋田県 �（1） �17：47．9 �2：30．0 �187．06 

45 �005 �01304752 �高屋有里 �加計芸北 �広島県 �（2） �17：57．6 �2：39．7 �195．52 

46 �100 �01303915 �田川緑葉 �上田染谷丘 �長野県 �（3） �17：59．6 �2：41．7 �197．26 

47 �046 �01305303 �笛木瑞希 �六日町 �新潟県 �（1） �18：00．0 �2：42．1 �197．61 

48 �010 �01304093 �納金望 �小千谷 �新潟県 �（3） �18：00，3 �2：42．4 �197．87 

49 �004 �01305564 �柴田裕 �新庄南金山 �山形県 �（2） �18：01．3 �2：43．4 �198．74 

50 �094 �01304409 �東濃映里佳 �飛騨高山 �岐阜県 �（3） �18；12．1 �2：54．2 �208．15 

51 �033 �01304698 �中井柊花 �南砺平 �富山県 �（2） �18：13．0 �2：55．1 �208．94 

52 �002 �01305562 �中村安寿 �東海大四 �北海道 �（1） �18：21．3 �3：03．4 �216．17 

53 �012 �01304849 �沢谷潮音 �おといねっぷ �北海道 �（2） �18：22．1 �3：04．2 �216．87 

54 �093 �01305103 �高橋荊那 �白馬 �長野県 �（1） �18：23．3 �3：05．4 �217．92 

55 �063 �01305333 �黒田真美 �勝山 �福井県 �（1） �18：26．2 �3：08．3 �220．44 

56 �101 �01304098 �酒井梨沙 �十日町総合 �新潟県 �（3） �18：27．9 �3：10．0 �221．93 

57 �078 �01305403 �中原あかり �京都光華 �京都府 �（1） �18：34．1 �3：16．2 �227．33 

58 �022 �01304117 �星野美貴 �六日町 �新潟県 �（3） �18：34．9 �3：17．0 �228．03 

59 �016 �01306166 �大山綬章 �新庄南金山 �山形県 �（1） �18：39．7 �3：21．8 �232．21 

60 �013 �01305719 �窪井ゆかり �旭川農業 �北海道 �（1） �18：53，1 �3：35．2 �243．89 

61 �009 �01304854 �水野ひかる �旭川商業 �北海道 �（2） �18：55．7 �3：37．8 �246．15 

62 �099 �01304924 �中島荊佳子 �白馬 �長野県 �（2） �18：56．4 �3：38．5 �246．76 

63 �031 �01303853 �蝋山加奈子 �利根商業 �群馬県 �（3） �19：00．8 �3：42．9 �250．60 
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【女子　5kmClassical】

公式成績表

大鰐温泉杜場／青森県　　　　　　2016年02月06日　　　　　　欝薫諾3

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 �044 �01305476 �鈴木雅 �雫石 �岩手県 �（2） �19：05．7 �3：47．8 �254．87 

65 �109 �01305305 �秋元美咲 �小千谷 �新潟県 �（1） �19：16．2 �3：58．3 �264．02 

66 �065 �01307245 �筒井淑衣 �大野 �福井県 �（1） �19：19．0 �4：01．1 �266．46 

66 �115 �01304637 �中澤美佐 �小出 �新潟県 �（2） �19：19．0 �4：01．1 �266．46 

68 �104 �01306185 �相川清奈 �角館 �秋田県 �（2） �19：39．4 �4：21．5 �284．24 

69 �069 �01305609 �林真生 �同志社女子 �京都府 �（3） �19：47．3 �4：29．4 �291．13 

70 �034 �01305603 �大村明日香 �同志社 �京都府 �（3） �19：54．8 �4：36．9 �297．66 

71 �006 �01305950 �澤田春菜 �勝山 �福井県 �（3） �20：04．0 �4：46．1 �305．68 

72 �086 �01304853 �前田理沙 �富良野緑峰 �北海道 �（2） �20：04．5 �4：46．6 �306．12 

73 �061 �01305600 �奥西なつみ �京都光華 �京都府 �（3） �20：13．0 �4：55．1 �313．53 

74 �042 �01305076 �米田　日向子 �盛岡南 �岩手県 �（1） �20：24．3 �5：06．4 �323．37 

75 �080 �01305402 �太田　小雪 �高島 �滋賀県 �（1） �20：33．0 �5：15．1 �330．96 

76 �067 �01304167 �浅田彩絵 �米子北 �鳥取県 �（3） �20：47．1 �5：29，2 �343．25 

77 �087 �01306722 �寺島梨子 �石動 �富山県 �（2） �20：57．8 �5：39．9 �352．57 

78 �075 �01306607 �土井智沙代 �同志社香里 �大阪府 �（2） �21：02．1 �5：44．2 �356．32 

79 �116 �01305521 �小谷貴子 �勝山義山校地 �岡山県 �（1．） �21：12．4 �5：54．5 �365．30 

80 �026 �01305610 �松本光葉 �同志社女子 �京都府 �（3） �21：15．8 �5：57．9 �368．26 

81 �070 �01306602 �河野愛住 �茨木 �大阪府 �（2） �21：22，8 �6：04．9 �374．36 

82 �066 �01305684 �菊内来実 �水戸葵陵 �茨城県 �（3） �21：30．3 �6：12．4 �380．90 

83 �040 �－01306609 �小田悠里名 �大阪女学院 �大阪府 �（2） �21：36．5 �6：18．6 �386．30 

84 �036 �01305789 �力津礼乃 �同志社香里 �大阪府 �（3） �21：47．6 �6：29．7 �395．97 

85 �015 �01304503 �奥林杏日加 �大阪女学院 �大阪府 �（2） �21：49．7 �6：31．8 �397．81 

86 �023 �01306344 �前出梨花 �同志社女子 �京都府 �（2） �21：52．1 �6：34．2 �399．90 

87 �037 �01304352 �中原　さくら �安曇川 �滋賀県 �（3） �22：06．1 �6：48．2 �412．10 
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昏丸正 

【女子　5kmClassical】

公式成績表

大鰐温耕一場／青森県　　　　　　2016年02月06日　　　　　　諾講書

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

88 �068 �01306146 �遠藤芙憂 �米子北 �鳥取県 �（2） �22：24．7 �7：06．8 �428．31・ 

89 �027 �01306055 �白戸貴美子 �金城学院 �愛知県 �（2） �22：48．6 �7：30．7 �449．14 

90 �021 �01305545 �飛世辞果 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �22：50．8 �7：32．9 �451．06 

91 �097 �01307330 �伊藤梨沙 �美幌 �北海道 �（3） �22：51．0 �7：33．1 �451．23 

92 �028 �01304535 �鈴木杏奈 �韮崎 �山梨県 �（3） �23：23．3 �8：05．4 �479．38 

93 �112 �01307060 �西澤和 �茨木 �大阪府 �（1） �23：28．3 �8：10．4 �483．74 

94 �018 �01306279 �面責唯 �村岡 �兵庫県 �（2） �23：28．9 �8：11．0 �484．26 

94 �108 �01305015 �山田瑞季 �高島 �滋賀県 �（3） �23：28．9 �8：11．0 �484．26 

96 �057 �01305129 �泉野真依 �大阪女学院 �大阪府 �（1） �23：41．4 �8：23．5 �495．16 

97 �106 �01305208 �西田すず乃 �村岡 �兵庫県 �（1） �23：44．8 �8：26．9 �498．12 

98 �043 �01307256 �藤原育子 �米子工業 �鳥取県 �（1） �23：55．9 �8：38．0 �507．80 

99 �088 �01306612 �千葉珠希 �札幌稲妻 �北海道 �（2） �24：26．7 �9：08．8 �534．64 

100 �019 �01307388 �田中璃子 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �24：35．7 �9：17．8 �542．48 

101 �111 �01307401 �落合舞衣 �韮崎 �山梨県 �（2） �24：42．5 �9：24．6 �548．41 

102 �114 �01307278 �青柳美空 �韮崎 �山梨県 �（2） �24：43．6 �9：25．7 �549．37 

103 �119 �01306899 �由布美友 �大谷 �京都府 �（1） �24：48．3 �9：30．4 �553．46 

104 �096 �01306604 �杉村真由 �茨木 �大阪府 �（2） �24：59．5 �9：41．6 �563，23 

105 �117 �01305206 �上田美沙生 �村岡 �兵庫県 �（1） �25：52．7 �10：34．8 �609．59 

106 �090 �01306900 �鬼頭亜美 �京都光華 �京都府 �（1） �25：56．9 �10：39．0 �613．25 

107 �103 �01305342 �藤定由真 �日野 �鳥取県 �（1） �26：27．6 �11：09．7 �640．01 

108 �102 �■01307391 �木村高給 �札幌稲雲 �北海道 �（1） �26：28．6 �11：10．7 �640．88 

109 �105 �01306537 �奥村綾乃 �名城大附 �愛知県 �（2） �26：31．5 �11：13．6 �643．41 

110 �091 �01306904 �高橋葵 �同志社 �京都府 �（1） �26：34．5 �11：16．6 �646．02 

111 �060 �・01307312 �名倉楓 �豊島学院 �東京都 �（1） �26：34．6 �11：16．7 �646．11 
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筆蒋垂

重量計 

【女子　5kmClassical】

公式成績表

2016年02月06日　　　　　　　　　　　　　　開始時刻：10：00

大鰐温泉福一場／青森県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　終了時刻：11‥03

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 �051 �01306696 �津島卓識 �豊島学院 �東京都 �（2） �26：44．4 �11：26．5 �654・95 

113 �110 �01307317 �佐野みのり �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �26：59．9 �11：42．0 �668．16 

114 �113 �01306894 �島戸鈴音 �大谷 �京都府 �（1） �27：32．3 �12：14．4 �696．40 

115 �120 �01307313 �石井明衣 �東邦大付東邦 �千葉県 �（1） �27：47．3 �12：29．4 �709．47 

116 �118 �01307328 �伊藤梨沙 �遺愛女子 �北海道 �（1） �28：04．5 �12：46．6 �724．46 

117 �121 �01307255 �玉木綬章 �米子工業 �鳥取県 �（1） �32：04．0 �16：46．1 �933，20 

DID NOTSTART

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

025 �01305566 �橋本ゆず菜 �飛騨高山 �岐阜県 �（1） � � � 

030 �01305147 �佐藤千亜希 �野辺地 �青森県 �（1） � � � 

089 �01305786 �徳山美咲 �同志社香里 �大阪府 �（3） � � � 

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

121 �117 �4 �0 �0 

技術代表 

佐藤英樹（SAJ）橘蕊 �薩藍 � � 

セクレタリー

藤谷　勇仁（SAA）
．Jし　　　　　っ

暗合薯仁
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