
エントリーリスト

男子 4 × 10 km リレー 

長峰クロスカントリースキーコース／長野県飯山市 2021/02/10 開始時間 11:30

 技術代表 山川　尚 SAJ  コース名 長峰クロスカントリースキーコース 

 技術代表アシスタント 木村　幹弥 SAJ  標高差 62m 

 競技委員長 東　禎孝 ISC  極限登高標高差 60m 

 合計登高 177m 

 全長 5.0km 

 周回数 2 

 公認番号 SAJ02-CC-53/98 

1 飯山 長野
1- 沓掛 隼士(3)
1- 沼田 唯聖(3)
1- 小笠原 舜(2)
1- 吉越 敬介(2)
1- 池田 遼一(1)
1- 堀米 結丸(1)

2 中野立志舘 長野
2- 笠原 将(3)
2- 小林 琉斗(2)
2- 祢津 利空(2)
2- 栗林 侑希(3)
2- 徳竹 侑己(2)
2- 藤沢 樹(3)

3 十日町 新潟
3- 関 綜一郎(3)
3- 福原 健太(3)
3- 長井 柊平(3)
3- 我田 柊(1)
3- 渡邉 大貴(2)
3- 庭野 翔馬(2)

4 秋田北鷹 秋田
4- 堀部 慈生(3)
4- 山田 龍輔(3)
4- 布谷 航斗(1)
4- 大坂 陽斗(1)
4- 若菅 竜作(1)

5 富良野 北北海
5- 青野 叶夢(3)
5- フィンドレー 元(3)
5- 木綿 啓太(3)
5- 小池 駿介(2)
5- 中原 有希(2)
5- 中嶋 央二郎(1)

6 恵庭南 南北海
6- 馬渕 紘人(3)
6- 成田 大地(2)
6- 小上 楓真(1)
6- 佐々木 ひな太(1)
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7 南砺平 富山
7- 山﨑 大翔(3)
7- 長谷 怜信(3)
7- 若林 拓哉(2)
7- 荒木 鷹人(3)
7- 水口 皓仁(1)
7- 山本 恵大(1)

8 花輪 秋田
8- 畠山 侑也(3)
8- 畠山 怜(3)
8- 花岡 翔太(2)
8- 古田 柊斗(1)
8- 石井 茂太(1)
8- 木村 航大(3)

9 新庄北 山形
9- 小林 暖大(3)
9- 岸 益幹(2)
9- 鈴木 竣介(2)
9- 渡部 悠(2)
9- 鶴宮 慧冴(1)

10 倶知安 南北海
10- 伊藤 大輝(2)
10- 久保 颯大(2)
10- 高田 峻平(2)
10- 三田 歓平(2)
10- 古田 歩(2)
10- 細口 大翔(1)

11 盛岡南 岩手
11- 大堰 徳(3)
11- 久保 飛雅(3)
11- 吉田 悠二(3)
11- 新里 岳士(2)
11- 髙橋 心太郎(1)
11- 沼野 滉平(1)

12 東奥義塾 青森
12- 平田 翔斗(2)
12- 山谷 竜旦(2)
12- 坂井 竣(3)
12- 佐々木 琳(2)
12- 境 啓太(3)

13 新庄南金山 山形
13- 沼澤 秀(3)
13- 柴田 優也(3)
13- 星川 心之介(2)
13- 松田 悠真(2)
13- 星川 怜桜(1)
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14 猪苗代 福島
14- 湯田 知宙(3)
14- 小林 歩夢(3)
14- 鈴木 有人(2)
14- 安部 拓海(1)

15 高島 滋賀
15- 松井 星涼(3)
15- 岸 侃弥(3)
15- 野﨑 豪(2)
15- 早藤 圭希(2)
15- 山口 瑠星(1)

16 野辺地 青森
16- 沼山 耕弥(3)
16- 安村 翔英(3)
16- 亀田 華悠(1)
16- 沼山 陽音(1)
16- 矢崎 裕大(1)

17 盛岡農業 岩手
17- 菅野 光輝(2)
17- 西舘 柊人(1)
17- 北田 裕世(1)
17- 柴田 羅心(1)

18 報徳学園 兵庫
18- 尾上 大悟(3)
18- 出口 満博(3)
18- 樋口 昌彦(3)
18- 但馬 勇(2)
18- 中村 篤(2)
18- 岡久 立起(2)

19 愛工大名電 愛知
19- 川口 海瑠(2)
19- 築山 響(1)
19- 陸田 俊光(1)
19- 杉本 慎作(1)
19- 横山 隼之介(1)

20 豊島学院 東京
20- 寺嶋 謙一郎(2)
20- 岸野 博希(2)
20- 渡邉 友樹(2)
20- 作田 然(2)
20- 佐藤 正大(2)
20- 田中 琳(1)

21 おといねっぷ 北北海
21- 今関 新太郎(1)
21- 金津 慶斗(1)
21- 後藤 大志(1)
21- 吉田 怜央(1)

Print Date: Tue 2 Feb 2021  Print Time: 16:11 Page: 3/4

Bib チーム名 選手名 都道府県 Remarks



スタートリスト

男子 4 × 10 km リレー 

長峰クロスカントリースキーコース／長野県飯山市 2021/02/10 開始時間 11:30

22 白馬 長野
22- 西澤 来波(2)
22- 石田 海斗(2)
22- 田中 心乃祐(2)
22- 町田 朝陽(1)

23 同志社 京都
23- 西村 雅大(3)
23- 青木 亮矢(3)
23- 二宮 太郎(1)
23- 塚本 慎之介(2)
23- 古川 八生(2)
23- 木村 太亮(1)

24 同志社香里 大阪
24- 塚本 悠太(3)
24- 柴村 維吹(1)
24- 岩出 虹之介(1)
24- 田中 琉(1)

25 東邦大東邦 千葉
25- 渡邉 大貴(2)
25- 上田 知快(1)
25- 土田 嵩大(1)
25- 大槻 泰暉(1)
25- 高橋 昂希(1)
25- 瀧沢 春秋(1)
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