
公式成績表

男子 15 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:30 終了時間 10:22

 技術代表 清水　直春 県連  コース名 妙高高原クロスカントリーコース

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  標高差 88m 
 コース係長 佐藤　正行 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 543m 
 全長 5km 
 周回数 3 

1 126 木村 正哉 TEAM UCHIDA SPORTS 新潟 38:41.9 0.0
2 123 佐藤 友樹(2) 早稲田大学 学連 38:43.8 +1.9
3 125 小林 洋介(3) 日本大学 学連 38:44.7 +2.8
4 124 藤ノ木 光(2) 日本大学 学連 39:02.1 +20.2
5 127 児玉 翔平(4) 日本大学 学連 39:51.9 +1:10.0
6 121 湯本 拓海(2) 中央大学 学連 40:21.0 +1:39.1
7 131 春日 耀介(3) 六日町高校 新潟 40:21.9 +1:40.0
8 134 望月 崇之 妙高スキー協会 新潟 40:25.6 +1:43.7
9 122 田中 北人(4) 東京農業大学 学連 40:31.8 +1:49.9

10 147 星野 隆成(2) 六日町高校 新潟 40:33.2 +1:51.3
11 130 片桐 康太 高田自衛隊スキー部 新潟 40:33.2 +1:51.3
12 138 霜鳥 立実(3) 新井高校 新潟 40:41.6 +1:59.7
13 140 小澤 幹(3) 十日町総合高校 新潟 40:42.5 +2:00.6
14 143 宮崎 大樹(2) 十日町高校 新潟 40:50 6 +2:08 7

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

14 143 宮崎 大樹(2) 十日町高校 新潟 40:50.6 +2:08.7
15 135 栁 大地(3) 十日町高校 新潟 40:50.6 +2:08.7
16 133 笠原 政人(3) 十日町総合高校 新潟 40:52.6 +2:10.7
17 136 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 40:53.4 +2:11.5
18 144 春日 勇輝(2) 日本体育大学 学連 41:08.3 +2:26.4
19 139 宮澤 健二 高田自衛隊スキー部 新潟 41:10.9 +2:29.0
20 128 柿﨑 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 41:25.0 +2:43.1
21 149 安部 拓也(2) 日本大学 学連 41:56.3 +3:14.4
22 141 小林 大輝(3) 小出高校 新潟 42:12.6 +3:30.7
23 152 金澤 郁馬 新井高校 新潟 42:13.6 +3:31.7
24 151 春日 惇(2) 十日町高校 新潟 42:27.1 +3:45.2
25 137 滝澤 昻大(3) 小出高校 新潟 42:33.1 +3:51.2
26 148 太島 玲人(3) 十日町高校 新潟 42:36.0 +3:54.1
27 132 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 42:38.8 +3:56.9
28 160 廣田 珠輝(1) 六日町高校 新潟 42:45.2 +4:03.3
29 158 児玉 俊介(2) 十日町総合高校 新潟 42:47.2 +4:05.3
30 142 中嶋 崇仁(4) 中央大学 学連 42:52.5 +4:10.6
31 146 小堺 里志 高田自衛隊スキー部 新潟 43:01.8 +4:19.9
32 154 笹岡 巧人(2) 小出高校 新潟 43:04.6 +4:22.7
33 145 井川 智之 高田自衛隊スキー部 新潟 43:12.1 +4:30.2
34 159 矢久保 大介(1) 小出高校 新潟 43:17.2 +4:35.3
35 129 小島 寛則(1) 日本大学 学連 43:19.7 +4:37.8
36 153 築田 歩夢(3) 新井高校 新潟 43:23.8 +4:41.9
37 155 山川 拓(2) 新井高校 新潟 43:59.1 +5:17.2
38 162 関口 恭(1) 十日町高校 新潟 44:26.9 +5:45.0
39 168 上村 倭人(1) 八海高校 新潟 44:48.7 +6:06.8
40 161 今井 優汰(2) 六日町高校 新潟 44:48.7 +6:06.8
41 167 荻野 悠希(1) 関根学園高校 新潟 44:56.3 +6:14.4
42 150 渡辺 雄大(3) 小出高校 新潟 45:00.4 +6:18.5
43 156 飯塚 大輔(2) 小出高校 新潟 45:16.2 +6:34.3
44 169 今井 健太(3) 八海高校 新潟 45:16.8 +6:34.9
45 163 冨澤 樹人(2) 十日町総合高校 新潟 45:19.4 +6:37.5
46 171 小嶋 紘矢(2) 関根学園高校 新潟 45:50.3 +7:08.4
47 176 片山 樹(1) 新井高校 新潟 46:03.8 +7:21.9
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妙高市 妙高高原クロスカントリーコース



第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

公式成績表

男子 15 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:30 終了時間 10:22

48 164 五十嵐 友樹(1) 小出高校 新潟 46:10.3 +7:28.4
49 185 竹田 祐人(3) 妙高高原中学校 新潟 46:15.0 +7:33.1
50 179 佐藤 昭則 十日町市スキー協会 新潟 46:17.6 +7:35.7
51 177 川邊 恒喜(1) 六日町高校 新潟 46:39.3 +7:57.4
52 175 星野 純平(2) 八海高校 新潟 46:49.0 +8:07.1
53 174 金井 琢彌(1) 関根学園高校 新潟 47:02.2 +8:20.3
54 166 鈴木 啓慈(4) 日本体育大学 学連 47:53.2 +9:11.3
55 173 田地野 翔也(2) 新井高校 新潟 47:57.4 +9:15.5
56 182 太平 陽 津南SC 新潟 48:00.3 +9:18.4
57 178 宮下 眞旺(1) 関根学園高校 新潟 48:35.7 +9:53.8
58 184 山田 久 津南SC 新潟 48:36.8 +9:54.9
59 180 若井 栄一 津南SC 新潟 49:57.2 +11:15.3
60 183 飯塚 裕喜 十日町市スキー協会 新潟 51:54.0 +13:12.1

157 上村 雄瑠(3) 八海高校 新潟 DS
165 西脇 慶直(2) 関根学園高校 新潟 DS
170 笠原 快生(1) 八海高校 新潟 DS
172 武田 純弥(3) 小出高校 新潟 DS
181 斉藤 裕文 十日町市スキー協会 新潟 DS

順位 Bib 名前 所属名

温度

都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

向 速
雪温 気温

09:15  快晴 普通 -4℃ -2℃ 60％ 西 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
65 60 0 0 5 0

技術代表 競技セクレタリー

清水　直春 山川　尚
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時刻 天候 雪質 湿度
温度

参加者

風向 / 風速

妙高市 妙高高原クロスカントリーコース



公式成績表

男子 30 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:30 終了時間 11:14

 技術代表 清水　直春 県連  コース名 妙高高原クロスカントリーコース

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  標高差 88m 
 コース係長 佐藤　正行 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 1086m 
 全長 5km 
 周回数 6 

1 126 木村 正哉 TEAM UCHIDA SPORTS 成年男子B 1:22:24.5 0.0
2 122 田中 北人(4) 東京農業大学 成年男子A 1:23:28.6 +1:04.1
3 128 柿﨑 祐司 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:24:59.2 +2:34.7
4 130 片桐 康太 高田自衛隊スキー部 成年男子B 1:25:12.8 +2:48.3
5 144 春日 勇輝(2) 日本体育大学 成年男子A 1:25:26.6 +3:02.1
6 148 太島 玲人(3) 十日町高校 少年男子 1:26:02.6 +3:38.1
7 152 金澤 郁馬 新井高校 成年男子A 1:26:12.2 +3:47.7
8 132 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:26:26.5 +4:02.0
9 151 春日 惇(2) 十日町高校 少年男子 1:26:37.1 +4:12.6

10 131 春日 耀介(3) 六日町高校 少年男子 1:26:37.1 +4:12.6
11 142 中嶋 崇仁(4) 中央大学 成年男子A 1:26:43.1 +4:18.6
12 141 小林 大輝(3) 小出高校 少年男子 1:27:44.2 +5:19.7
13 137 滝澤 昻大(3) 小出高校 少年男子 1:27:44.6 +5:20.1
14 145 井川 智之 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:27:55 1 +5:30 6

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 クラス
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

14 145 井川 智之 高田自衛隊スキ 部 成年男子A 1:27:55.1 +5:30.6
15 139 宮澤 健二 高田自衛隊スキー部 成年男子B 1:28:49.4 +6:24.9
16 147 星野 隆成(2) 六日町高校 少年男子 1:29:16.8 +6:52.3
17 146 小堺 里志 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:29:36.2 +7:11.7
18 159 矢久保 大介(1) 小出高校 少年男子 1:30:53.6 +8:29.1
19 155 山川 拓(2) 新井高校 少年男子 1:31:05.9 +8:41.4
20 158 児玉 俊介(2) 十日町総合高校 少年男子 1:31:17.0 +8:52.5
21 154 笹岡 巧人(2) 小出高校 少年男子 1:31:59.5 +9:35.0
22 162 関口 恭(1) 十日町高校 少年男子 1:32:01.0 +9:36.5
23 161 今井 優汰(2) 六日町高校 少年男子 1:32:01.9 +9:37.4
24 169 今井 健太(3) 八海高校 少年男子 1:32:04.5 +9:40.0
25 167 荻野 悠希(1) 関根学園高校 少年男子 1:32:20.0 +9:55.5
26 136 太田 光平 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:33:02.4 +10:37.9
27 171 小嶋 紘矢(2) 関根学園高校 少年男子 1:33:39.9 +11:15.4
28 150 渡辺 雄大(3) 小出高校 少年男子 1:34:05.6 +11:41.1

=29 164 五十嵐 友樹(1) 小出高校 少年男子 1:34:24.5 +12:00.0
=29 176 片山 樹(1) 新井高校 少年男子 1:34:24.5 +12:00.0

31 179 佐藤 昭則 十日町市スキー協会 成年男子C 1:34:27.9 +12:03.4
32 156 飯塚 大輔(2) 小出高校 少年男子 1:34:47.1 +12:22.6
33 173 田地野 翔也(2) 新井高校 少年男子 1:36:11.3 +13:46.8
34 175 星野 純平(2) 八海高校 少年男子 1:36:49.2 +14:24.7
35 163 冨澤 樹人(2) 十日町総合高校 少年男子 1:37:32.9 +15:08.4
36 177 川邊 恒喜(1) 六日町高校 少年男子 1:37:33.4 +15:08.9
37 182 太平 陽 津南SC 成年男子B 1:37:48.2 +15:23.7
38 184 山田 久 津南SC 成年男子C 1:38:07.5 +15:43.0
39 160 廣田 珠輝(1) 六日町高校 少年男子 1:38:24.8 +16:00.3
40 168 上村 倭人(1) 八海高校 少年男子 1:40:05.0 +17:40.5
41 174 金井 琢彌(1) 関根学園高校 少年男子 1:40:49.0 +18:24.5
42 178 宮下 眞旺(1) 関根学園高校 少年男子 1:41:19.8 +18:55.3
43 180 若井 栄一 津南SC 成年男子C 1:43:34.7 +21:10.2

121 湯本 拓海(2) 中央大学 成年男子A DF
123 佐藤 友樹(2) 早稲田大学 成年男子A DF
133 笠原 政人(3) 十日町総合高校 少年男子 DF
135 栁 大地(3) 十日町高校 少年男子 DF
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妙高市 妙高高原クロスカントリーコース



第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

公式成績表

男子 30 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:30 終了時間 11:14

138 霜鳥 立実(3) 新井高校 少年男子 DF
140 小澤 幹(3) 十日町総合高校 少年男子 DF
143 宮崎 大樹(2) 十日町高校 少年男子 DF
149 安部 拓也(2) 日本大学 成年男子A DF
153 築田 歩夢(3) 新井高校 少年男子 DF
166 鈴木 啓慈(4) 日本体育大学 成年男子A DF
183 飯塚 裕喜 十日町市スキー協会 成年男子B DF
157 上村 雄瑠(3) 八海高校 少年男子 DS
165 西脇 慶直(2) 関根学園高校 少年男子 DS
170 笠原 快生(1) 八海高校 少年男子 DS
172 武田 純弥(3) 小出高校 少年男子 DS
181 斉藤 裕文 十日町市スキー協会 成年男子B DS

雪温 気温
09:15  快晴 普通 -4℃ -2℃ 60％ 西 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
59 43 0 11 5 0

参加者

クラス
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速

順位 Bib 名前 所属名

技術代表 競技セクレタリー

清水　直春 山川　尚
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妙高市 妙高高原クロスカントリーコース



公式成績表

男子 40 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:30 終了時間 11:54

 技術代表 清水　直春 県連  コース名 妙高高原クロスカントリーコース

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  標高差 88m 
 コース係長 佐藤　正行 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 1448m 
 全長 5km 
 周回数 8 

1 126 木村 正哉 TEAM UCHIDA SPORTS 成年男子B 1:51:42.2 0.0
2 128 柿﨑 祐司 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:55:29.4 +3:47.2
3 130 片桐 康太 高田自衛隊スキー部 成年男子B 1:56:37.1 +4:54.9
4 152 金澤 郁馬 新井高校 成年男子A 1:57:14.2 +5:32.0
5 132 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:57:50.0 +6:07.8
6 145 井川 智之 高田自衛隊スキー部 成年男子A 1:59:39.1 +7:56.9
7 146 小堺 里志 高田自衛隊スキー部 成年男子A 2:00:36.8 +8:54.6
8 139 宮澤 健二 高田自衛隊スキー部 成年男子B 2:00:47.3 +9:05.1
9 179 佐藤 昭則 十日町市スキー協会 成年男子C 2:08:22.4 +16:40.2

10 182 太平 陽 津南SC 成年男子B 2:13:27.7 +21:45.5
11 180 若井 栄一 津南SC 成年男子C 2:23:08.5 +31:26.3

121 湯本 拓海(2) 中央大学 成年男子A DF
122 田中 北人(4) 東京農業大学 成年男子A DF
123 佐藤 友樹(2) 早稲田大学 成年男子A DF

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 クラス
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

123 佐藤 友樹(2) 早稲田大学 成年男子A DF
136 太田 光平 高田自衛隊スキー部 成年男子A DF
142 中嶋 崇仁(4) 中央大学 成年男子A DF
144 春日 勇輝(2) 日本体育大学 成年男子A DF
149 安部 拓也(2) 日本大学 成年男子A DF
166 鈴木 啓慈(4) 日本体育大学 成年男子A DF
183 飯塚 裕喜 十日町市スキー協会 成年男子B DF
181 斉藤 裕文 十日町市スキー協会 成年男子B DS

雪温 気温
09:15  快晴 普通 -4℃ -2℃ 60％ 西 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
21 11 0 9 1 0

技術代表 競技セクレタリー

清水　直春 山川　尚
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風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度

妙高市 妙高高原クロスカントリーコース



公式成績表

女子 10 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:45 終了時間 10:26

 技術代表 清水　直春 県連  コース名 妙高高原クロスカントリーコース

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  標高差 88m 
 コース係長 佐藤　正行 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 362m 
 全長 5km 
 周回数 2 

1 191 大平 麻生(1) 早稲田大学 成年女子A 29:26.1 0.0
2 193 酒井 梨奈(3) 十日町高校 少年女子 30:47.4 +1:21.3
3 196 児玉 美希(2) 十日町高校 少年女子 30:49.1 +1:23.0
4 199 佐野 涼香(2) 十日町高校 少年女子 31:02.7 +1:36.6
5 195 竹田 千夏(3) 日本大学 成年女子A 31:13.6 +1:47.5
6 194 齋木 愛里紗(3) 十日町高校 少年女子 31:14.0 +1:47.9
7 198 小島 千香世(2) 新井高校 少年女子 31:25.9 +1:59.8
8 197 村田 愛美(3) 早稲田大学 成年女子A 32:11.5 +2:45.4
9 203 山崎 清花(3) 新井高校 少年女子 32:29.7 +3:03.6

10 201 近藤 彩香(2) 十日町高校 少年女子 32:42.2 +3:16.1
11 204 奥村 彩花(3) 八海高校 少年女子 32:43.6 +3:17.5
12 202 児玉 倫花(3) 十日町総合高校 少年女子 32:45.8 +3:19.7
13 213 山本 智恵(1) 六日町高校 少年女子 33:04.1 +3:38.0
14 205 星野 琴子(3) 専修大学 成年女子A 33:13 2 +3:47 1

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 クラス
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

14 205 星野 琴子(3) 専修大学 成年女子A 33:13.2 +3:47.1
15 208 山田 茜(2) 小出高校 少年女子 34:15.7 +4:49.6
16 210 関 優希奈(1) 小出高校 少年女子 34:53.9 +5:27.8
17 206 髙橋 亜希(3) 十日町総合高校 少年女子 34:55.5 +5:29.4
18 207 星野 美貴(1) 六日町高校 少年女子 35:30.9 +6:04.8
19 216 細金 望(1) 小千谷高校 少年女子 35:31.7 +6:05.6
20 209 斎木 美月(1) 十日町高校 少年女子 36:10.3 +6:44.2
21 215 生越 千優(1) 小出高校 少年女子 36:55.0 +7:28.9
22 212 酒井 梨沙(1) 十日町総合高校 少年女子 37:10.8 +7:44.7
23 219 畔上 紗英(3) 妙高高原中学校 少年女子 38:30.7 +9:04.6
24 217 髙橋 桃子(1) 六日町高校 少年女子 38:35.4 +9:09.3
25 214 長谷川 遥加(2) 八海高校 少年女子 40:12.5 +10:46.4

192 桜井 明子(3) 小出高校 少年女子 DS
200 坂詰 和絵(1) 日本体育大学 成年女子A DS
211 齊木 花音(2) 十日町総合高校 少年女子 DS
218 山﨑 奈央(3) 妙高高原中学校 少年女子 DS

雪温 気温
09:15  快晴 普通 -4℃ -2℃ 60％ 西 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
29 25 0 0 4 0

技術代表 競技セクレタリー

清水　直春 山川　尚

Print Date: Fri 24 Jan 2014  Print Time: 10:36 Page: 1/1

風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度

妙高市 妙高高原クロスカントリーコース



公式成績表

女子 30 km フリー

妙高高原 2014/01/24 開始時間 09:45 終了時間 11:54

 技術代表 清水　直春 県連  コース名 妙高高原クロスカントリーコース

 競技委員長 池田　孝夫 池の平  標高差 88m 
 コース係長 佐藤　正行 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 1086m 
 全長 5km 
 周回数 6 

1 203 山崎 清花(3) 新井高校 少年女子 1:42:03.9 0.0
2 201 近藤 彩香(2) 十日町高校 少年女子 1:42:24.5 +20.6
3 208 山田 茜(2) 小出高校 少年女子 1:46:44.8 +4:40.9
4 213 山本 智恵(1) 六日町高校 少年女子 1:48:29.1 +6:25.2
5 205 星野 琴子(3) 専修大学 成年女子A 1:48:36.7 +6:32.8
6 210 関 優希奈(1) 小出高校 少年女子 1:49:38.5 +7:34.6
7 216 細金 望(1) 小千谷高校 少年女子 1:50:17.6 +8:13.7
8 206 髙橋 亜希(3) 十日町総合高校 少年女子 1:52:48.6 +10:44.7
9 209 斎木 美月(1) 十日町高校 少年女子 1:53:47.2 +11:43.3

10 207 星野 美貴(1) 六日町高校 少年女子 1:53:51.1 +11:47.2
11 215 生越 千優(1) 小出高校 少年女子 1:57:24.1 +15:20.2
12 212 酒井 梨沙(1) 十日町総合高校 少年女子 1:57:31.1 +15:27.2
13 217 髙橋 桃子(1) 六日町高校 少年女子 2:06:18.5 +24:14.6
14 214 長谷川 遥加(2) 八海高校 少年女子 2:08:57 3 +26:53 4

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 クラス
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

第69回 国民体育大会冬季大会スキー競技会新潟県予選会

第92回 全日本スキー選手権大会新潟県予選会

平成25年度 新潟県スキー選手権大会

14 214 長谷川 遥加(2) 八海高校 少年女子 2:08:57.3 +26:53.4
191 大平 麻生(1) 早稲田大学 成年女子A DF
193 酒井 梨奈(3) 十日町高校 少年女子 DF
194 齋木 愛里紗(3) 十日町高校 少年女子 DF
196 児玉 美希(2) 十日町高校 少年女子 DF
197 村田 愛美(3) 早稲田大学 成年女子A DF
198 小島 千香世(2) 新井高校 少年女子 DF
199 佐野 涼香(2) 十日町高校 少年女子 DF
200 坂詰 和絵(1) 日本体育大学 成年女子A DF
202 児玉 倫花(3) 十日町総合高校 少年女子 DF
204 奥村 彩花(3) 八海高校 少年女子 DF
192 桜井 明子(3) 小出高校 少年女子 DS
211 齊木 花音(2) 十日町総合高校 少年女子 DS

雪温 気温
09:15  快晴 普通 -4℃ -2℃ 60％ 西 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
26 14 0 10 2 0

技術代表 競技セクレタリー

清水　直春 山川　尚
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時刻 天候 雪質 湿度
温度

妙高市 妙高高原クロスカントリーコース


