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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5kmクラシカル】

公式成績表

大鰐温泉棚／青森県　　　　　　2015年02月06日　　　　　　諾認諾

ジュリー �コースデータ 

技術代表　　　　　　長田　一政（SAJ） �コース名　　　　　　　　　　　　　　青森あじやら加納ントリーコース 

アシ入れトTD　　　　　　鈴木　賢一（SAJ） �全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5km 

競技委員長　　　　　佐々木一成（SAA） �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：　　　　　　　　　　　　　　SAJ27－00－07／97 

周回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

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

09：30　　　　　－4．4℃　　　　　　　　　　　0．0m　　　　－5．4℃　　　　晴れ　　　　78．4％ 

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 �176 �01305723 �郷津知哉 �白馬 �長野県 �（2） �14：33．5 �0．0 �140．26 

2 �151 �01305460 �土濃塚悠成 �合川 �秋田県 �（3） �14：37．5 �4．0 �143．92 

3 �048 �01305427 �石山柊平 �尾花沢 �山形県 �（3） �14：51．2 �17．7 �156．47 

4 �118 �01305225 �中嶋竜之介 �十日町吉田 �新潟県 �（3） �14：51．3 �17．8 �156．56 

5 �155 �01306017 �竹田俊輔 �妙高高原 �新潟県 �（2） �14：54．6 �21．1 �159．58 

6 �175 �01305186 �松田教士 �東神楽 �北海道 �（3） �14：57．5 �24．0 �162．24 

7 �101 �01305959 �高橋汰Fl �木島平 �長野県 �（2） �14：58．0 �24．5 �162．70 

8 �181 �01305211 �郷翔一朗 �小千谷 �新潟県 �（3） �14：59．4 �25．9 �163．98 

9 �162 �01305215 �宮崎遼周 �小千谷 �新潟県 �（3） �15：01．6 �28．1 �166．00 

10 �172 �01305218 �康弁葵生 �東小千谷 �新潟県 �（3） �15：05．0 �31．5 �169．11 

11 �145 �01305464 �高橋和希 �合川 �秋田県 �（3） �15：05．1 �31．6 �169．20 

12 �180 �01305243 �羽吹唯人 �太巻 �新潟県 �（3） �15：06．6 �33．1 �170．57 

13 �171 �01305138 �野田頭峻也 �野辺地 �青森県 �（3） �15：07．7 �34．2 �171．58 

14 �079 �01306150 �小瀬啓輔 �麓郷 �北海道 �（3） �15：09．5 �36．0 �173．23 

15 �179 �01305054 �千明龍之佑 �片品 �群馬県 �（3） �15：09．6 �36．1 �173．32 

＼16 �113 �01305833 �木村賢太郎 �合川 �秋田県 �（2） �15：10．5 �37．0 �174．15 

17 �100 �01306072 �嶋田悠ニ �白馬 �長野県 �（2） �15：15．4 �41．9 �178．63 

18 �161 �01305139 �高野幹也 �野辺地 �青森県 �（3） �15：18．0 �44．5 �181．02 

19 �054 �01305094 �松村恵吾 �信濃 �長野県 �（3） �15：19．6 �46．1 �182．48 

20 �134 �01305093 �外谷涼太 �信濃 �長野県 �（3） �15：19．7 �46．2 �182．57 
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√

平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日

大鰐温泉スキー場／青森県
開始時刻：09：30

終了時刻：10：33

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

21 �165 �01305082 �佐藤拓斗 �神居東 �北海道 �（3） �15：21．7 �48．2 �184．40 

22 �170 �01305142 �小比類巻遼 �野辺地 �青森県 �（3） �15：22．2 �48．7 �184．86 

23 �133 �01305380 �永井和生 �喜茂別 �北海道 �（3） �15：22．4 �48．9 �185．05 

24 �154 � �星川優河 �金山 �山形県 �（2） �15：23．1 �49．6 �185．69 

25 �112 �01305404 �土屋優介 �木島平 �長野県 �（3） �15：23．5 �50．0 �186．05 

26 �091 �01306577 �森口　翔太 �京極 �北海道 �（1） �15：24．8 �51．3 �187．24 

27 �158 �01305750 �落合稜介 �尾花沢 �山形県 �（2） �15：26．4 �52．9 �188．71 

28 �014 �01305891 �千野竜河 �飯山城南 �長野県 �（2） �15：27．1 �53．6 �189．35 

29 �132 �01306391 �湯本幸耶 �山ノ内 �長野県 �（1） �15：28．1 �54．6 �190．27 

30 �139 �01305767 �星野誉貴 �片品 �群馬県 �（2） �15：28．6 �55．1 �190．72 

31 �177 �01305072 �田遼凌 �雫石 �岩手県 �（3） �15：29．6 �56．1 �191．64 

32 �149 �01305269 �一ノ瀬和成 �猪苗代東 �福島県 �（3） �15：30．2 �56．7 �192．19 

33 �168 �01305414 �山本勇悟 �山ノ内 �長野県 �（3） �15：30．9 �57．4 �192．83 

34 �097 �01306414 �森龍希 �木島平 �長野県 �（1） �15：35．4 �1：01．9 �196．95 

35 �148 �01305510 �中島様 �五十沢 �新潟県 �（3） �15：38．3 �1：04．8 �199．61 

36 �066 �01305461 �佐藤束 �鷹巣南 �秋田県 �（3） �15：38．7 �1：05．2 �199．97 

37 �129 �01305630 �小坂辰明 �雫石 �岩手県 �（2） �15：39．4 �1：05．9 �200．61 　　● 

38 �020 �01305462 �佐々木与人 �花輪第－ �秋田県 �（3） �15：41．3 �1：07．8 �202．36 

39 �049 �01305829 �進藤溌太 �十和田 �秋田県 �（2） �15：42．1 �1：08．6 �203．09 

40 �115 �01305527 �宮内大地 �十日町吉田 �新潟県 �（3） �15：42．7 �1：09．2 �203．64 

41 �107 �01305074 �久保田遠大 �湯口 �岩手県 �（3） �15：44，3 �1：10．8 �205．10 

42 �062 �01306087 �渡遷虹希 �鷹栖 �北海道 �（2） �15：45．1 �1：11．6 �205．84 

43 �057 �01305721 �今田優作 �白馬 �長野県 �（2） �15：46．5 �1：13．0 �207．12 

44 �141 �01305140 �坂本洋一 �野辺地 �青森県 �（3） �15：46．9 �1：13．4 �207．48 

45 �096 �01305993 �上村祐輔 �小千谷 �新潟県 �（2） �15：47．0 �1：13．5 �207．58 

46 �140 �01305503 �宮木海 �大沢野 �富山県 �（3） �15：47．9 �1：14．4 �208．40 

47 �106 �01306757 �小座間匠斗 �真室川 �山形県 �（3） �15：48．1 �1：14．6 �208．58 

48 �041 �01305415 �畔上晃 �山ノ内 �長野県 �（3） �15：48．5 �1：15．0 �208．95 

49 �010 �01305097 �長澤匠吾 �白馬 �長野県 �（3） �15：49．5 �1：16．0 �209．87 
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√

平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日

大鰐温泉スキー場／青森県
開始時刻：09：30

終了時刻：10：33

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

50 �003 �01306015 �竹内魁 �中郷 �新潟県 �（2） �15：50．9 �1：17．4 �211．15 

51 �011 �01305409 �小林亮 �飯山城南 �長野県 �（3） �15：53．4 �1：19．9 �213．44 

52 �124 �01305633 �村田涼輔 �雫石 �岩手県 �（2） �15：53．6 �1：20．1 �213．62 

53 �042 �01305714 �村上伊吹 �和寒 �北海道 �（2） �15：55．4 �1：21．9 �215．27 

54 �081 �01306152 �函館溌希 �一戸 �岩手県 �（2） �15：56．5 �1：23．0 �216．28 

55 �064 �01305233 �太田哲弥 �水沢 �新潟県 �（3） �15：57．5 �1：24．0 �217．19 

56 �119 �01305141 �武田海人 �野辺地 �青森県 �（3） �15：57．6 �1：24．1 �217．28 

57 �005 �01305987 �澤潟士以 �十日町吉田 �新潟県 �（2） �15：57．7 �1：24．2 �217．38 

58 �087 �01306748 �伊東大輝 �米沢第三 �山形県 �（3） �15：57．8 �1：24．3 �217．47 

59 �174 �01305330 �上山龍之介 �勝山南部 �福井県 �（3） �15：58．0 �1：24．5 �217．65 

60 �023 �01305989 �風巻尋翔 �津南 �新潟県 �（2） �15：59．1 �1：25．6 �218．66 

61 �122 �01305265 �阿部直希 �猪苗代 �福島県 �（3） �16：00，6 �1：27．1 �220．03 

62 �082 �01306086 �小林隆成 �鷹栖 �北海道 �（2） �＼ 　　　16：02，4 �1：28．9 �221．68 

63 �070 �01305638 �長峰悠真 �猪苗代 �福島県 �（3） �16：03．6 �1：30．1 �222．78 

64 �043 �01306041 �柳田大翔 �小千谷 �新潟県 �（2） �16：05．0 �1：31．5 �224．06 

65 �052 �01305264 �斎藤新 �中郷 �新潟県 �（3） �16：05．9 �1：32．4 �224．89 

66 �019 �01305753 �渡辺啓豊 �尾花沢 �山形県 �（2） �16：08．9 �1：35．4 �227．63 　　ヽ 

67 �008 �01306662 �成田快斗 �十和田 �秋田県 �（1） �16：09．3 �1：35．8 �228．00 

68 �044 �01306148 �中嶋蒼 �奥中山 �岩手県 �（2） �16：09．4 �1：35．9 �228．09 

68 �130 �01305060 �松本良介 �嬬恋 �群馬県 �（3） �16：09．4 �1：35．9 �228．09 

70 �027 �01306234 �山本竜 �松尾 �岩手県 �（3） �16：14．9 �1：41．4 �233．13 

71 �012 �01306084 �伊藤玲緒 �鷹栖 �北海道 �（2） �16：15．4 �1：41．9 �233．59 

72 �089 �01306074 �古澤龍星 �野辺地 �青森県 �（2） �16：16．2 �1：42．7 �234．32 

73 �126 �01305504 �石元蓮 �大沢野 �富山県 �（3） �16：16．4 �1：42．9 �234．50 

74 �031 �01305639 �高松貿 �赤井川 �北海道 �（2） �16：16．8 �1：43．3 �234．87 

75 �085 �01305572 �坂本康生 �野辺地 �青森県 �（2） �16：17．9 �1：44．4 �235．88 

76 �047 � �高橋求夢 �松尾 �岩手県 �（2） �16：19．2 �1：45．7 �237．07 

77 �061 �01306173 �青木剛 �猪苗代 �福島県 �（2） �16：19．8 �1：46．3 �237．62 

78 �160 �・01305390 �西本篤史 �丹生川 �岐阜県 �（3） �16：20．3 �1：46．8 �238．07 
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√

平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5km．クラシカル】

公式成績表

大鰐温泉棚／青森県　　　　　　2015年02月06日　　　　　　駕篭譜§

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

79 �110 � �中島姐太 �川内 �青森県 �（3） �16：25．1 �1：51．6 �242．47 

80 �072 �01305455 �菩提野大将 �花輪第二 �秋田県 �（3） �16：26．0 �1：52．5 �243．29 

81 �046 �01306592 �吉田　理玖 �東神楽 �北海道 �（2） �16：28．1 �1：54．6 �245．22 

82 �103 �01305695 �細川裕太 �城端 �富山県 �（3） �16：29．3 �1：55．8 �246．32 

83 �147 �01305682 �竹田　晴紀 �鳥越 �石川県 �（3） �16：38．6 �2：05．1 �254．83 

84 �076 �01306501 �花田樹 �大沢野 �富山県 �（1） �16：43．9 �2：10．4 �259．69 

85 �040 �01305406 �宮島如水 �木島平 �長野県 �（3） �16：45．3 �2：11．8 �260．97， 

86 �022 �01305588 �桑原潤也 �片品 �群馬県 �（2） �16：45．4 �2：11．9 �261．06 

87 �002 �01305724 �川除大輝 �大沢野 �富山県 �（2） �16：51．7 �2：18．2 �266．83 

88 �077 �01305062 �松本啓斗 �嬬恋 �群馬県 �（3） �16：54．3 �2：20．8 �269．21 

89 �117 �01306157 �北田竜之介 �鳥越 �石川県 �（2） �16：57．3 �2：23．8 �271．96 

90 �039 �01305052 �大竹悠介 �片品 �群馬県 �（3） �16：57．4 �2：23．9 �272．05 

91 �099 �01305055 �萩原健輔 �片品 �群馬県 �（3） �16：58．4 �2：24．9 �272．97 

92 �016 �01305656 �鈴木康之 �猪苗代東 �福島県 �（2） �17：01．0 �2：27．5 �275．35 

93 �001 �01306202 �西舘勇陽 �一戸 �岩手県 �（1） �17：01．7 �2：28．2 �275．99 

94 �095 �01306710 �岩渕龍希 �南会津 �福島県 �（2） �17：08．0 �2：34．5 �281．76 

95 �157 �013015128 �馬場耕太郎 �追手門大手前 �大阪府 �（3） �17：08．9 �2：35．4 �282．58 　　ヽ 

96 �138 �01305732 �高橋諒 �鳴子 �宮城県 �（2） �17：12．4 �2：38．9 �285．79 

97 �053 �01305628 �本間康幸 �東北 �青森県 �（2） �17：12．5 �2：39．0 �285．88 

98 �038 �01306190 �竹ケ原信 �東北 �青森県 �（1） �17：13．2 �2：39．7 �286．52 

99 �021 �01305053 �萩原翔 �片品 �群馬県 �（3） �17：18．1 �2：44．6 �291．01 

100 �029 �01305571 �久保響 �野辺地 �青森県 �（2） �17：19．3 �2：45．8 �292．11 

101 �159 �01305819 �亀岡成季 �芸北 �広島県 �（2） �17：19．8 �2：46．3 �292．57 

102 �105 �01305393 �沖田裕太 �山之村 �岐阜県 �（3） �17：20．2 �2：46．7 �292．93 

103 �033 �01305766 �戸丸純也 �片品 �群馬県 �（2） �17：20．4 �2：46．9 �293．12 

104 �055 �01306191 �松田怜樹 �野辺地 �青森県 �（1） �17：20．5 �2：47．0 �293．21 

105 �114 �01305853 �西本ひのき �芸北 �広島県 �（2） �17：24．7 �2：51．2 �297．05 

106 �135 �01306252 �青木徹郎 �古川 �岐阜県 �（2） �17：25．7 �2：52．2 �297．97 

107 �167 �01305339 �河本龍 �名和 �鳥取県 �（3） �17：31．7 �2：58．2 �303．47 
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日
大鰐温泉スキー場／青森県

開始時刻：09：30

終了時刻：10：33

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

108 �173 �01305166 �遊佐由基 �鳴子 �宮城県 �（3） �17：33．4 �2：59．9 �305．02 

109 �169 �01306555 �坂本環 �勝山中部 �福井県 �（2） �17：36．6 �3：03．1 �307．95 

110 �128 �01305852 �東條鉄平 �芸北 �広島／県 �（2） �17：41．6 �3：08．1 �312．53 

111 �060 � �中谷和宣 �大湊 �青森県 �（3） �17：53．3 �3：19．8 �323．25 

112 �178 �01305204 �西垣和真 �村岡 �兵庫県 �（3） �17：55．4 �3：21．9 �325．17 

113 �092 �01305396 �石原駿也 �朝日 �岐阜県 �（3） �17：59．0 �3：25．5 �328．47 

114 �075 �01306516 �下隼生 �白嶺 �石川県 �（1） �18：09．5 �3：36．0 �338．08 

115 �067 �01305702 �斉藤俊介 �城端 �富山県 �（2） �18：17．4 �3：43．9 �345．32 

116 �153 � �森岡岳 �若桜学園 �鳥取県 �（2） �18：18．7 �3：45．2 �346．51 

117 �131 �01305866 �浅野友哉 �愛工大附属 �愛知県 �（2） �18：19．7 �3：46．2 �347．43 

118 �015 �01306254 �中洞春貴 �古川 �岐阜県 �（2） �18：23．6 �3：50．1 �351．00 

119 �007 �01305629 �米田親一郎 �十和田湖 �青森県 �（2） �18：26．0 �3：52．5 �353．20 

120 �009 �01306158 �林雅郁恵 �鳥越 �石川県 �（2） �18：26．2 �3：52．7 �353．38 

121 �166 �01305693 �湯葉健太 �蒜山 �岡山県 �（2） �18：27．7 �3：54．2 �354．75 

122 �146 �01305683 �山下翔生 �鳥越 �石Ill県 �（3） �18：32．2 �3：58．7 �358．87 

123 �164 �01305548 �小林大昔 �今津 �滋賀県 �（3） �18：33．0 �3：59．5 �359．61 

124 �058 � �立川陸 �上庄 �福井県 �（2） �18：34．1 �4：00．6 �360．61 　● 

125 �056 �01305813 �幅上翔太 �宮中 �岐阜県 �（2） �18：37．5 �4：04．0 �363．73 

126 �111 � �斉藤元弥 �上庄 �福井県 �（2） �18：49．8 �4：16．3 �374．99 

127 �116 � �山本裕己 �八東 �鳥取県 �（3） �18：53．1 �4：19．6 �378．02 

128 �156 �01305440 �三浦達也 �愛工大附属 �愛知県 �（3） �18：53．5 �4：20．0 �378．38 

129 �078 �01305447 �吉田裕樹 �東海 �愛知県 �（3） �19：00．7 �4：27．2 �384．98 

130 �108 �01306657 �細野邦彦 �勝山中部 �福井県 �（1） �19：03．8 �4：30．3 �387．82 

131 �084 �01305337 �仮谷智恵 �溝口 �鳥取県 �（3） �19：05．1 �4：31．6 �389．01 

132 �017 � �武市紅汰 �大湊 �青森県 �（2） �19：10．0 �4：36．5 �393．49 

133 �109 �01305696 �杉村亮祐 �義山 �岡山県 �（2） �19：14．2 �4：40．7 �397．34 

134 �030 �01306056 �山内龍弥 �上庄 �福井県 �（2） �19：21．9・ �4：48．4 �404．39 

135 �142 ��小俣尚悟 �成城 �東京都 �（2） �19：24．2 �4：50．7 �406．50 

136 �127 �01305202 �澤田海大 �小代 �兵庫県 �（3） �19：28．0 �4：54．5 �409．98 
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日

大鰐温泉スキー場／青森県
開始時刻：09：30

終了時刻：10：33

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

137 �163 � �中村海斗 �多気 �三重県 �（2） �19：30．1 �4：56．6 �411．90 

138 �004 �01306128 �遠藤一希 �溝口 �鳥取県 �（2） �19：31．4 �4：57．9 �413．09 

139 �152 � �熊谷龍之介 �頓原 �島根県 �（3） �19：32．5 �4：59．0 �414．10 

140 �143 �01305895 �加藤海慎一郎 �東邦大付属東邦 �千葉県 �（3） �19：39．3 �5：05．8 �420．33 

141 �144 �01305918 �小野崎修平 �東邦大付属東邦 �千葉県 �（2） �19：44．1 �5：10．6 �424．72 

142 �104 �01306594 �鈴木姐汰 �鳴子 �宮城県 �（1） �19：45．9 �5：12．4 �426．37 

143 �034 �01306518 �内藤蒼 �白嶺 �石川県 �（1） �19：48．9 �5：15．4 �429．12 　） 

144 �051 �01305549 �岡本有夫 �今津 �滋賀県 �（3） �19：52．6 �5：19．1 �432．51 

145 �071 �01305547 �村上和馬 �今津 �滋賀県 �（3） �19：57．5 �5：24．0 �437．00 

146 �073 �01306708 �谷口　辰照 �安曇川 �滋賀県 �（2） �20：02．1 �5：28．6 �441．21 

147 �045 �01306597 �佐藤公紀 �七ヶ宿 �宮城県 �（2） �20：05．4 �5：31．9 �444．23 

148 �069 � �上野勇 �鳴子 �宮城県 �（1） �20：10．3 �5：36．8 �448．72 

149 �036 �01305442 �内藤春陽 �東海 �愛知県 �（3） �20：15．3 �5：41．8 �453．30 

150 �150 � �各務雅び �磐田城山 �静岡県 �（2） �20：16．1 �5：42．6 �454．03 

151 �094 �01306497 �上迫拓弥 �芸北 �広島県 �（1） �20：17．0 �5：43．5 �454．86 

152 �121 � �吉村魁 �同志社香里 �大阪府 �（3） �20：18，9 �5：45．4 �456．60 

153 �032 � �福田　潤 �今津 �滋賀県 �（3） �20：24．4 �5：50．9 �461．63 

154 �024 � �北浦優 �鳴子 �宮城県 �（2） �20：25．2 �5：51．7 �462，37 

154 �063 � �山本創稀 �若桜学園 �鳥取県 �（2） �20：25．2 �5：51．7 �462．37 

156 �098 � �山中　陽都 �伊予 �愛媛県 �（1） �20：31．3 �5：57．8 �467．95 

157 �050 �01306500 �宮地孝弥 �芸北 �広島県 �（1） �20：37．6 �6：04．1 �473．72 

158 �013 �01306499 �東條寛平 �芸北 �広島県 �（1） �20：50．2 �6：16．7 �485．26 

158 �074 �01305446 �根本昇汰 �東海 �愛知県 �（3） �20：50．2 �6：16．7 �485．26 

160 �090 �01305796 �堀田　隆斗 �報徳学園 �兵庫県 �（2） �21：13．6 �6：40．1 �506．69 

161 �136 �01306707 �竹内溌哉 �今津 �滋賀県 �（2） �21：16．3 �6：42．8 �509．17 

‾162 �125 � �山口　千博 �束那須野 �栃木県 �（1） �21：19．5 �6：46．0 �512．10 

163 �123 �01306646 �土居城士 �余土 �愛媛県 �（2） �21：35．1 �7：01．6 �526．38 

164 �088 ��大日方慈 �東邦大付属東邦 �千葉県 �（1） �21：40．5 �7：07．0 �531．33 

165 �028 �01306734 �林田直樹 �宝神 �愛知県 �（1） �21：49．0 �7：15．5 �539．12 
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【男子　5kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日
大鰐温泉スキー場／青森県

開始時刻：09：30

終了時刻：10：33

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

166 �137 �01306738 �渡逮和樹 �本郷 �東京都 �（3） �22：09．7 �7：36．2 �558．07 

167 �120 �01306624 �岩間哉大 �菰野 �三重県 �（2） �22：15．0 �7：41．5 �562．93 

168 �086 � �上田怜央 �志学 �島根県 �（2） �22：29．8 �7：56．3 �576．48 

169 �102 �01306525 �田村嶺 �宝木 �栃木県 �（1） �22：43．7 �8：10．2 �589．21 

170 �025 � �佐伯　尚憲 �横田 �島根県 �（2） �22：52．3 �8：18．8 �597．09 

171 �093 �01306737 �三浦勇斗 �本郷 �東京都 �（3） �23：08，8 �8：35．3 �612．20 

172 �065 � �河野一希 �志学 �島根県 �（2） �23：20．7 �8：47．2 �623．10－ 

173 �080 �01305201 �坂本舜 �小代 �兵庫県 �（3） �24：01．6 �9：28．1 �660．56 

174 �059 � �室井志俊 �東那須野 �栃木県 �（1） �24：42．9 �10：09．4 �698．38 

175 �018 �01306735 �恩田　玲央 �本郷 �東京都 �（3） �24：43．3 �10：09．8 �698．75 

176 �083 �01306057 �中尾剛志 �法政大学 �東京都 �（2） �24：45．7 �10：12．2 �700．95 

177 �068 �01306266 �新田陽一朗 �報徳学園 �兵庫県 �（1） �25：32．4 �10：58．9 �743．72 

178 �037 �01306651 �山田航世 �東邦大付属東邦 �千葉県 �（1） �25：35．9 �11：02．4 �746．92 

179 �035 �01306689 �鈴木智貴 �法政大学 �東京都 �（1） �25：59．4 �11：25，9 �768．45 

180 �006 � �田中　海翔 �日高西 �兵庫県 �（1） �28：33．6 �14：00．1 �909．67 

DID NOT START

026 �01306542 �大塚香輔 �東邦大付属東邦 �千葉県 �（2） � � �● 

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

181‘ �180 �1 �0 �0 

技術代表

長田　一政（SAJ）

セクレタリー

須藤　　昇（SAA）

桑田一族　　　雛
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【女子3km．クラシカル】
公式成績表

大鰐温泉娼一場／青森県
2015年02月06日　　　　　　　　　　　開始時刻：11‥30

終了時刻：12：14

ジュリー �コースデータ 

技術代表　　　　　　長田　一政（SAJ） �コース名　　　　　　　　　　　　　　青森あじやら加がントリーコース 

アシスタントTD　　　　　　鈴木　賢一（SAJ） �全長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3km 

競技委員長　　　　　佐々木一成（SAA） �標高差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66m 

極限登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29m 

出発・決勝標高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210m 

合計登高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96m 

コース公認No： 

周回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 

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

11：30　　　　　3．6℃　　　　　西　　　　1．0m　　　　0．1℃　　　　晴れ　　　　53．8％ 

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 �133 �01305423 �山本明星 �山ノ内 �長野県 �（3） �8：39．1 �0．0 �123．83 

2 �128 �01305146 �横演汐荊 �野辺地 �青森県 �（3） �8：48．5 �9．4 �138．32 

3 �095 �01306412 �祢津利宝 �木島平 �長野県 �（1） �　　　8：52．0 ＼ �12．9 �143，71 

4 �123 �01306097． �祖父江漢 �飯山城北 �長野県 �（2） �8：56．0 �16．9 �149．88 

5 �130 �01305722 �太谷好乃 �白馬 �長野県 �（2） �8：59．0 �19．9 �154．50 

6 �111 �01305465 �児玉溶香 �花輪第二 �秋田県 �（3） �9：00．2 �21．1 �156．35 

7 �121 �01305613 �清沢自棄 �安代 �岩手県 �（2） �9：08．8 �29．7 �169．60 

8 �129 �01305830 �田中星那 �花輪第一 �秋田県 �（2） �9：10．1 �31．0 �171．60 

9 �061 �01305881 �笠原ひな �山ノ内 �長野県 �（2） �9：12．3 �33．2 �175．00 

10 �118 �01306000 �小林萌子 �塩沢 �新潟県 �（2） �9：13．8 �34．7 �177．31 

11 �094 �01306632 �桶谷和 �鷹栖 �北海道 �（1） �9：14．2 �35．1 �177．92 

12 �067 �01305470 �望月　咲良 �花輪第二 �秋田県 �（3） �9：17．9 �38．8 �183．63 

13 �064 �01306677 �本田千住 �小坂 �秋田県 �（1） �9：18．6 �39．5 �184．70 

14 �132 �01305103 �高橋荊那 �白馬 �長野県 �（3） �9：19．4 �40．3 �185．94 

15 �122 �01305751 �高橋信愛 �尾花沢 �山形県 �（2） �9：19．7 �40．6 �186，40 

16 �029 �01305032 �加藤萌 �藤里 �秋田県 �（3） �9：20．8 �41．7 �188．10 

17 �056 �01306085 �大田書　日和 �鷹栖 �北海道 �（2） �9：21．4 �42．3 �189．02 

18 �083 �01305627 �岡山　うらら �東北 �青森県 �（2） �9：21．6 �42．5 �189．33 

19 �023 �01305956 �田川実情 �上田菅平 �長野県 �（2） �9：22．0 �42．9 �189．94 

20 �119 �01305077 �高橋朱凍 �雫石 �岩手県 �（3） �9：22．8 �43．7 �191．18 
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平成26年度全国中学校体育大会第52回全国中学校スキー大会

【女子　3kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日
大鰐温泉娼一場／青森県　　　　　　　　　　　ふ∪’∪「、白〝J「“、’UH　　　　　　　　　　　聖堂堅甲：30

終了時刻：12：14

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

21 �058 �01306285 �今溝陽名手 �白馬 �長野県 �（1） �9：24．5 �45．4 �193．80 

22 �018 �01306292・ �松倉后杏 �白馬 �長野県 �（1） �9：24．9 �45．8 �194．41 

22 �031 �01305893 �笠原芽生 �信濃 �長野県 �（2） �9：24．9 �45．8 �194．41 

24 �054 �01306576 �西村由布 �京極 �北海道 �（1） �9：27．8 �48．7 �198．88 

25 �107 �01305472 �平川侵花 �森吉 �秋田県 �（3） �9：32．1 �53．0 �205．51 

26 �087 �01305144 �木明確菜 �野辺地 �青森県 �（3） �9：34．8 �55．7 �209．67 

27 �131 �01305284 �演野愛美 �十日町吉田 �新潟県 �（3） �9：34．9 �55．8 �209．82 

28 �001 �01305967 �平川歩未 �合川 �秋田県 �（2） �9：35．8 �56．7 �211．21 

29 �003 �01305278 �康弁あゆ �小千谷南 �新潟県 �（3） �9：38．3 �59．2 �215．06 

30 �062 � �須賀愛依 �金山 �山形県 �（1） �9：39．5 �1：00．4 �216．91 

31 �082 �01306467 �中嶋陽奈 �十日町吉田 �新潟県 �（1） �9：39．6 �1：00．5 �217．07 

32 �117 �01305992 �春日　美雨 �十日町吉田 �新潟県 �（2） �9：40．6 �1：01．5 �218．61 

33 �126 �01306023 �中町有里 �十日町下条 �新潟県 �（2） �9：44．6 �1：05．5 �224．77 

34 �114 �01305143 �下山玲奈 �大鰐 �青森県 �（3） �9：45．4 �1：06．3 �226．01 

35 �053 �01306550 �上川原遥 �雫石 �岩手県 �（1） �9：46．2 �1：07．1 �227．24 

36 �081 �01305692 �笹川莱由 �水上 �群馬県 �（2） �9：46．3 �1：07．2 �227．39 

37 �070 �01306549 �小田結花 �雫石 �岩手県 �（1） �9：47．0 �1：07．9 �228．47 

38 �022 �01306418 �池田結花 �妙高高原 �新潟県 �（1） �9：47．8 �1：08．7 �229．71 

39 �006 �01305303 �笛木瑞希 �塩沢 �新潟県 �（3） �9：47．9 �1：08．8 �229．86 

40 �043 �01306141 �佐々木瑠海 �沢内 �岩手県 �（2） �9：49．6 �1：10．5 �232．48 

41 �024 �01306666 �柴田樹 �森吉 �秋田県 �（1） �9：50．4 �1：11．3 �2133．71 

42 �011 �01306627 �小足＼さくら �東神楽 �北海道 �（1） �9：51．7 �1：12．6 �235．72 

43 �009 �01306667 �三浦陽奈 �森吉 �秋田県 �（1） �9：54．1 �1：15．0 �239．41 

44 �124 �01305063 �駒井野乃 �水上 �群馬県 �（3） �9：55．1 �1：16．0 �240．96 

45 �059 �01306192 �赤右手恩 �大鰐 �青森県 �（1） �9：55．3 �1：16．2 �241．26 

46 �007 �01306778 �福田雅 �赤井川 �北海道 �（1） �9：56．9 �1：17．8 �243．73 

47 �089 �01305384 �沢谷亜海 �余市西 �北海道 �（3） �9：57．1 �1：18．0 �244．04 

47 �110 �01306515 �小田亜胡 �自嶺 �石川県 �（1） �9：57．1 �1：18．0 �244．04 

49 �096 �01305064 �安藤未羽 �水上 �群馬県 �（3〉 �9：57．4 �1：18．3 �244．50 

TimingDatabyALGE PrintTime12：36　　　　　　　　　　　　　　　　DataServicebyTHA＆KS Page：2
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【女子　3kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日
大鰐温泉スキー場／青森県

開始時刻：11：30

終了時刻：12：14

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

50 �034 �01306165 �下山華奈 �最上 �山形県 �（2） �9：57．5 �1：18．4 �244．65 

51 �040 �01306438 �小嶋花菜 �十日町南 �新潟県 �（1） �9：58．0 �1：18．9 �245．43 

52 �025 �01305712 �瀬川綿貫 �和寒 �北海道 �（2） �9：58．6 �1：19．5 �246．35 

53 �116 �01305430 �本間夏奈 �尾花沢 �山形県 �（3） �10：00．5 �1：21．4 �249．28 

54 �098 �01305703 �境舞香 �城端 �富山県 �（2） �10：01．0 �1：21．9 �250．05 

55 �106 �01305505 �広瀬悠 �大沢野 �富山県 �（3） �10：04．5 �1：25．4 �255．44 

56 �085 �01305309 �宮崎祐奈 �中郷 �新潟県 �（3） �10：05．3 �1：26．2 �256．68 

57 �084 � �高橋佳奈子 �金山 �山形県 �（1） �10：05．4 �1：26．3 �256．83 

58 �047 �01306631 �照井咲頼 �鷹栖 �北海道 �（1） �10：08．7 �1：29．6 �261．92 

59 �080 � �鹿瀬結愛 �尚徳 �福井県 �（2） �10：08．9 �1：29．8 �262．22 

60 �055 �01306729 �佐藤美玖 �大鰐 �青森県 �（1） �10：11．2 �1：32．1 �265．77 

61 �075 �01305655 �土屋菜奈 �猪苗代 �福島県 �（2） �10：17．8 �1：38．7 �275．94 

61 �104 �01306170 �山内美佳 �勝山南部 �福井県 �（1） �10：17．8 �1：38．7 �275．94 

63 �008 �01306205 �関相月 �安代 �岩手県 �（1） �10：20．2 �1：41．1 �279．64 

64 �033 � �岸桃加 �金山 �山形県 �（1） �10：21．0 �1：41．9 �280．87 

65 �093 �01305566 �橋本ゆず菜 �荘川 �岐阜県 �（3） �10：21．4 �1：42．3 �281．49 

66 �037 �01306730 �福士晴香 �大鰐 �青森県 �（1） �10：22．1 �1：43．0 �282．57 

67 �115 �01305637 �小林萌々 �猪苗代 �福島県 �（3） �10：22．4 �1：43．3 �283．03 

68 �125 �01305333 �黒田　真美 �勝山南部 �福井県 �（3） �10：25．3 �1：46．2 �“287．50 

69 �079 �01306514 �木田楓乃 �白嶺 �石川県 �（1） �10：27．1 �1：48．0 �290．27 

70 �068 �01305700 �水口　珠寿 �平 �富山県 �（2） �10：27．4 �1：48．3 �290．73 

71 �032 �01306502 �宮木真帆 �大沢野 �富山県 �（1） �10：28．2 �1：49．1 �291．97 

72 �035 �01305147 �佐藤千亜希 �野辺地 �青森県 �（3） �10：29．1 �1：50．0 �293．35 

73 �102 �01305658 �療藤文加 �南会津 �福島県 �（3） �10：36．1 �1：57．0 �304．14 

74 �086 �01305403 �中原あかり �安曇川 �滋賀県 �（3） �10：36．5 �1：57．4 �304．76 

75 �074 �01306177 �小林楓羽 �猪苗代 �福島県 �（1） �10：38．8 �1：59．7 �308．30 

76 �014 � �荒木真南 �戸沢 �山形県 �（3） �10：47．1 �2：08．0 �321．09 

77 �044 �01305058 �星野琴音 �片品 �群馬県 �（3） �10：48．0 �2：08．9 �322．48 

78 �015 ��山形智香 �大湊 �青森県 �（1） �10：48．5 �2：09．4 �323．25 

Timing Data by ALGE PrintTime12：36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Data Service by THA＆KS Page：3
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【女子　3kmクラシカル】

公式成績表

大鰐温泉スキー場／青森県
2015年02月06日

開始時刻：11：30

終了時刻：12：14

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

79 �039 �01305657 �五十嵐蛍 �南会津 �福島県 �（3） �10：51．5 �2：12．4 �327．88 

80 �091 �01305671 �高桑優衣 �白嶺 �石Ill県 �（2） �10：53．9 �2：14．8 �331．57 

81 �020 � �鈴木まどか �猪苗代吾妻 �福島県 �（2） �10：55．2 �2：16．1 �333．58 

82 �002 � �洞内那美 �野辺地 �青森県 �（2） �10：56．6 �2：17．5 �335．74 

83 �016 �01306230 �星野陽奈 �片品 �群馬県 �（1） �10：57．3 �2：18．2 �336．81 

84 �099 �01305697 �立田詩乃 �蒜山 �岡山県 �（2） �10：57．8 �2：18．7 �337．58 

85 �109 �01305811 �滝本前案 �朝日 �岐阜県 �（2） �10：59．0 �2：19．9 �339．43 

86 �049 �01306532 �山下知恵 �城端 �富山県 �（1） �11：00．7 �2：21．6 �342．05 

87 �073 �01305397 �平澤怜奈 �古川 �岐阜県 �（3） �11：07．5 �2：28．4 �352．53 

88 �057 �01306713 �真田夏海 �蒜山 �岡山県 �（1） �11：08．4 �2：29．3 �353．92 

89 �013 �01306495 �石村琉那 �城端 �富山県 �（2） �11：12．4 �2：33．3 �360．09 

90 �097 �01305820 �村竹来瞳 �芸北 �広島県 �（2） �11：19．1 �2：40．0 �370．41 

91 �021 �01305332 �前川真実花 �勝山南部 �福井県 �（3） �11：25．4 �2：46．3 �380．12 

91 �052 �01306226 �笠原初菜 �片品 �群馬県 �（1） �11：25．4 �2：46．3 �380．12 

93 �127 � �遠藤美恵 �溝口 �鳥取県 �（2） �11：33．8 �2：54．7 �393．07 

94 �066 �01305402 �太田　小雪 �今津 �滋賀県 �（3） �11：34．0 �2：54．9 �393．37 

95 �092 �01305559 �三宅満星 �安曇川 �滋賀県 �（3） �11：35．7 �2：56．6 �395．99 

96 �069 �01306598 �佐藤美沙希 �七ヶ宿 �宮城県 �（1） �11：35．9 �2：56．8 �396．30 

97 �028 �01305589 �佐藤紗矢佳 �片品 �群馬県 �（2） �11：39．1 �3：00．0 �401．23 

98 �072 �01306498 �河野千春 �芸北 �広島県 �（1） �11：40．5 �3：01．4 �403．39 

99 �004 �01306519 �橋本心優 �鳥越 �石川県 �（1） �11：44．6 �3：05．5 �409．71 

100 �026 �01306714 �原田美和 �蒜山 �岡山県 �（1）・ �11：49．2 �3：10．1 �416．80 

101 �027 � �水上珠李 �白嶺 �石川県 �（2） �11：57．8 �3：18．7 �430．05 

102 �060 � �林ちなみ �白嶺 �石川県 �（2） �12：09．0 �3：29．9 �447．31 

103 �046 � �安川二千穂 �上座 �福井県 �（2） �12；11．3 �3：32．2 �450，86 

104 �019 � �安藤希 �久々野 �岐阜県 �（2） �12：13．7 �3：34．6 �454．56 

105 �012 �01305521 �小谷貴子 �湯原 �岡山県 �（3） �12：20．0 �3：40．9 �464．27 

106 �113 ��久保香花 �鳴子 �宮城県 �（1） �12：23．4 �3：44．3 �469．51 

107 �090 ��水野夏帆 �神戸 �三重県 �（2） �12：27．8 �3：48．7 �476．29 
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平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【女子　3kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日
大鰐温泉スキー場／青森県

開始時刻：11：30

終了時刻：12：14

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

108 �051 � �中村彩樹 �尚徳 �福井県 �（1） �12：31．1 �3：52．0 �481．37 

109 �050 �01306251 �橋本海　　　　　． �朝日 �岐阜県 �（1） �12：33．9 �3：54．8 �485．69 

110 �038 � �遊佐春乃 �鳴子 �宮城県 �（2） �12：34．7 �3：55．6 �486．92 

111 �017 �01306771 �福田相月 �今津 �滋賀県 �（2） �12：44．5 �4；05．4 �502．02 

112 �010 � �遊佐佳奈 �鳴子 �宮城県 �（2） �12：45．8 �4：06．7 �504．03 

113 �041 �01306530 �上家美桜 �山之村 �岐阜県 �（1） �12：46．6 �4：07．5 �505．26 

114 �042 �01306701 �太田舞 �今津 �滋賀県 �（1） �12：48．7 �4：09．6 �508．50 

115 �105 �01305545 �飛世萌果 �東邦大付属東邦 �千葉県 �（3） �12：49．9 �4：10．8 �510．35 

116 �071 � �本田萌果 �溝口 �鳥取県 �（1） �12：55．2 �4：16．1 �518．51 

117 �100 � �白井佑果 �束那須野 �栃木県 �（1） �13：06．8 �4：27．7 �536．39 

118 �077 �01305793 �小林美果 �小代 �兵庫県 �（2） �13：24．6 �4；45．5 �563．82 

119 �120 � �坂本愛海 �同志社女子 �京都府 �（3） �13：25．7 �4：46．6 �565．52 

120 �045 �01305207 �毛戸渚 �Ih代 �兵庫県 �（3） �13：30．0 �4：50．9 �572．14 

121 �063 �01306264 �上田佑奈 �小代 �兵庫県 �（1） �13：31．5 �4：52．4 �574．46 

122 �101 �01305208 �西田すず乃 �村岡 �兵庫県 �（3） �13：34．2 �4：55．1 �578．62 

123 �112 �01306263 �井上笑花 �小代 �兵庫県 �（1） �13：37．1 �4：58．0 �583．09 

124 �103 � �四之宮小筆 �久米 �愛媛県 �（2） �13：38．7 �4：59．6 �585．55 

125 �036 �01305342 �藤定自責 �日南 �鳥取県 �（3） �13：42．8 �5：03．7 �591．87 

126 �065 �01306702 �越智佳歩 �今津 �滋賀県 �（2） �13：51．1 �5：12．0 �604．66 

127 �108 � �光成結香 �同志社香里 �大阪府 �（2） �14：02．6 �5：23．5 �622．39 

128 �005 �01306267 �藤澤美月 �小代 �兵庫県 �（1） �14：20．1 �5：41．0 �649．35 

129 �078 � �中谷彩海 �同志社女子 �京都府 �（3） �14：25．6 �5：46．5 �657．83 

130 �076 � �藤枝紗英 �野田市立南部 �千葉県 �（1） �14：29．1 �5：50．0 �663．23 

131 �030 � �沼田束縛 �東那須野 �栃木県 �（1） �14：36．3 �5：57．2 �674．32 

132 �048 � �山口　七珠 �東那須野 �栃木県 �（1） �14：53．0 �6：13．9 �700二06 

DID NOT START

088 �01305698 �本守彩音 �義山 �岡山県 �（2） � � � 
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廿帝卜　闘郎揮騙繭離間繭蝿闇翻脚融，醐軸塙基軸脚

箪葦卜臨駆出青嶋融聯尭館鵬舶塙昏睡唾軸珊瑚醐瞳

す麗辞達観

M

H

劃



平成26年度全国中学校体育大会　第52回全国中学校スキー大会

【女子　3kmクラシカル】

公式成績表

2015年02月06日

大鰐温泉スキー場／青森県
開始時刻：11：30

終了時刻：12：14

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

Entries �Ranked �DNS �DNF �DSO 

133 �132 �1 �0 �0 

技術代表

長田　一政（SAJ）

／琢田 一一一一一一

セクレタリー

須藤　　昇（SM）

薯 �？ � �　1－ 　　㌦ ●雪 
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一・十・二・“一二一一鱒二二二∴二二∴∴∴…事．＿．、H，．i i ii m二一「二二°晴∵「「＝二二二二二二二∴∴問　一　一・　　　　　　　　　　　　　　　一一　　一一一一一

瞥壷卜鵬酌碑鰊舶親臨軸馬闇網棚雨脚地雨息親潮

廿葦卜瞳酌出的部面観閲、ri　謝芭髄軸翻軸軸繭

¶麗辞邁輔


