
公式成績表

中学男子 5 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 09:30 終了時間 09:49

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 20m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 13m

合計登高 42m

コース全長 3km

1 19 清水 健介(2) 妙高中学校 新潟 13:06.1 0.0
2 17 小島 宙輝(2) 新井中学校 新潟 13:10.4 +4.3
3 14 髙橋 幸也(2) 松之山中学校 新潟 13:13.2 +7.1
4 13 田中 歩夢(2) 津南JRC 新潟 13:46.2 +40.1
5 9 山本 一成(1) 新井中学校 新潟 14:18.2 +1:12.1
6 12 小島 日向(2) 松代中学校 新潟 14:18.9 +1:12.8
7 10 後藤 拓志(1) 妙高中学校 新潟 14:29.1 +1:23.0
8 8 福原 健太(1) 松之山中学校 新潟 14:33.1 +1:27.0
9 16 井ノ川航大(2) 津南JRC 新潟 14:44.2 +1:38.1

10 6 坂井 冠太(1) 松代中学校 新潟 14:52.0 +1:45.9
11 7 藤ノ木 丈(1) 津南JRC 新潟 14:53.3 +1:47.2
12 11 樋口 純平(2) 津南JRC 新潟 14:56.0 +1:49.9
13 15 横尾 祐樹(1) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 15:05.3 +1:59.2
14 5 田中 秀磨(1) 津南JRC 新潟 16:05.9 +2:59.8
15 4 小林 岳人(1) 松之山中学校 新潟 16:12.3 +3:06.2
16 3 中澤 優希(1) 津南JRC 新潟 16:16.6 +3:10.5
17 2 山田 剛士(1) 松代中学校 新潟 18:21.6 +5:15.5

1 江村 海里(1) 津南JRC 新潟 DS
18 山本壮一郎(2) 松代中学校 新潟 DS
20 小野塚航太(3) 松之山中学校 新潟 DS

雪温 気温
09:30 雪 普通 0℃ 1℃ 52％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
20 17 0 0 3 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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２０１６

第６６回松之山スキー競技大会

クロスカントリー



公式成績表

中学女子 3.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 09:40 終了時間 09:50

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 20m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 13m

合計登高 42m

コース全長 3km

1 39 月岡 樹音(2) 津南JRC 新潟 7:08.8 0.0
2 36 磯部 あゆ(2) 津南JRC 新潟 7:25.5 +16.7
3 37 滝澤 悠里(2) 津南JRC 新潟 7:26.8 +18.0
4 34 津端 喜子(2) 津南JRC 新潟 7:31.7 +22.9
5 31 山本 理絵(2) 津南JRC 新潟 7:32.0 +23.2
6 35 丸山のぞみ(1) 妙高中学校 新潟 7:52.0 +43.2
7 38 清水 悠月(2) 妙高中学校 新潟 7:56.7 +47.9
8 32 藤ノ木愛菜(2) 津南JRC 新潟 8:02.0 +53.2
9 33 近藤みやび(1) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 8:14.4 +1:05.6

雪温 気温
09:30 雪 普通 0℃ 1℃ 52％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
9 9 0 0 0 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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公式成績表

小学男子A 3.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 09:45 終了時間 10:05

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 20m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 13m

合計登高 42m

コース全長 3km

1 82 滝沢 育矢(6) 津南JRC 新潟 7:29.6 0.0
2 84 渡辺 祥大(6) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 7:31.1 +1.5
3 83 山川 伶欧(5) 妙高小学校 新潟 7:33.4 +3.8
4 77 霜鳥 友作(5) 妙高小学校 新潟 7:37.0 +7.4
5 81 庭野 翔馬(6) 松代小学校 新潟 7:56.8 +27.2

=6 70 山下 真央(6) 妙高小学校 新潟 7:59.6 +30.0
=6 74 井ノ川純平(5) 津南JRC 新潟 7:59.6 +30.0

8 50 安原 颯汰(6) 矢代JSC 新潟 8:04.0 +34.4
9 49 手塚 雄大(6) 妙高小学校 新潟 8:35.3 +1:05.7

10 80 佐藤 天(6) 松之山小学校 新潟 8:44.2 +1:14.6
11 68 津端 一徹(5) 津南JRC 新潟 8:47.1 +1:17.5
12 58 田地野健太(6) 妙高小学校 新潟 8:48.4 +1:18.8
13 60 小島 海翔(5) 矢代JSC 新潟 8:51.1 +1:21.5
14 78 武江 淳樹(5) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 8:54.2 +1:24.6
15 64 半戸 琉哉(5) 津南JRC 新潟 8:56.0 +1:26.4
16 59 中村 昂生(5) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 9:06.3 +1:36.7
17 79 髙澤 純聖(6) 松代小学校 新潟 9:11.1 +1:41.5
18 69 関谷 勇人(6) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 9:29.8 +2:00.2
19 76 石沢 朋輝(6) 津南JRC 新潟 9:34.0 +2:04.4
20 57 田邊 祐士(5) 松之山小学校 新潟 9:44.7 +2:15.1
21 48 横尾 洸樹(5) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 9:49.2 +2:19.6
22 43 飯塚 立夢(5) 津南JRC 新潟 9:53.6 +2:24.0
23 52 藤木 陽滉(5) 津南JRC 新潟 9:54.7 +2:25.1
24 62 藤ノ木 剛(5) 津南JRC 新潟 9:57.6 +2:28.0
25 54 井ノ上祐馬(5) 津南JRC 新潟 10:08.4 +2:38.8
26 75 竹内 颯太(6) 松之山小学校 新潟 10:09.8 +2:40.2
27 72 小形 祐太(6) 松之山小学校 新潟 10:11.0 +2:41.4
28 65 米持 巧(6) 松代小学校 新潟 10:18.2 +2:48.6
29 51 小堺 蓮太(6) 松代小学校 新潟 10:43.5 +3:13.9
30 56 久保田 悠(5) 松之山小学校 新潟 11:05.8 +3:36.2
31 55 村山 雅(5) 松代小学校 新潟 11:15.2 +3:45.6
32 73 小島 佑月(5) 松代小学校 新潟 11:36.1 +4:06.5
33 61 樋口 一心(5) 松代小学校 新潟 12:09.9 +4:40.3
34 47 小口 貴士(5) 松之山小学校 新潟 12:12.7 +4:43.1
35 66 竹内 堅生(6) 松之山小学校 新潟 12:13.0 +4:43.4
36 53 若井 琳(5) 松代小学校 新潟 12:34.2 +5:04.6
37 44 小堺 真樹(5) 松代小学校 新潟 12:51.7 +5:22.1
38 42 柳 和真(5) 松代小学校 新潟 12:54.7 +5:25.1
39 41 若月 俊亮(5) 松代小学校 新潟 13:02.6 +5:33.0
40 46 布施 克樹(5) 松之山小学校 新潟 13:18.7 +5:49.1

45 柳原 大彩(5) 津南JRC 新潟 DS
63 丸山 敬済(6) 松之山小学校 新潟 DS
67 小野島瑠維(5) 松代小学校 新潟 DS
71 岡田 拓馬(5) 矢代JSC 新潟 DS
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２０１６

第６６回松之山スキー競技大会

クロスカントリー

公式成績表

小学男子A 3.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 09:45 終了時間 10:05

雪温 気温
09:30 雪 普通 0℃ 1℃ 52％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
44 40 0 0 4 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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公式成績表

小学男子B 3.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 10:00 終了時間 10:17

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 20m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 13m

合計登高 42m

コース全長 3km

1 108 小堺 陽日(3) 松代小学校 新潟 8:59.5 0.0
2 109 大宮 魁和(3) 矢代JSC 新潟 9:06.4 +6.9
3 107 中澤 拓斗(4) 津南JRC 新潟 9:16.6 +17.1
4 106 米川 昊輝(3) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 9:18.1 +18.6
5 99 宮下 鷹(4) 矢代JSC 新潟 10:02.1 +1:02.6
6 98 中村 恭也(3) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 10:24.9 +1:25.4
7 102 岩崎 瑛斗(3) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 10:37.4 +1:37.9
8 104 松木 大河(3) 松之山小学校 新潟 11:47.5 +2:48.0
9 103 柳 瑛太(4) 松代小学校 新潟 11:58.0 +2:58.5

10 105 大見 歩希(3) 松之山小学校 新潟 12:00.2 +3:00.7
11 96 南雲 陽向(4) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 12:38.5 +3:39.0
12 97 布施 友輝(3) 松之山小学校 新潟 12:55.7 +3:56.2
13 95 市川 楓(3) 松代小学校 新潟 13:17.3 +4:17.8
14 100 米持光一郎(3) 松代小学校 新潟 13:48.5 +4:49.0
15 101 佐藤 伊織(3) 松代小学校 新潟 14:09.5 +5:10.0
16 91 相澤 行伸(4) 松之山小学校 新潟 14:12.2 +5:12.7
17 93 関谷 洋人(3) 松代小学校 新潟 15:55.5 +6:56.0

92 西潟 優弥(3) 松代小学校 新潟 DS
94 相澤 寿樹(4) 松代小学校 新潟 DS

雪温 気温
10:00 雪 普通 0℃ 1℃ 57％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
19 17 0 0 2 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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公式成績表

小学女子A 2.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 10:55 終了時間 11:10

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 17m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 12m

合計登高 37m

コース全長 2km

1 137 山川あんり(6) 妙高小学校 新潟 5:45.0 0.0
2 130 古川 愛奈(6) 妙高小学校 新潟 5:56.2 +11.2
3 125 池田 桜空(6) 妙高小学校 新潟 5:56.8 +11.8
4 140 福島 有紗(6) 津南JRC 新潟 5:58.6 +13.6
5 134 小野塚優月(6) 津南JRC 新潟 6:22.4 +37.4
6 131 山岸 芽生(6) 津南JRC 新潟 6:39.4 +54.4
7 138 山本あかね(5) 矢代JSC 新潟 7:00.9 +1:15.9
8 129 滝沢 来実(5) 津南JRC 新潟 7:15.0 +1:30.0
9 124 滝沢 夏海(5) 津南JRC 新潟 7:16.4 +1:31.4

10 139 佐藤 初音(6) 松代小学校 新潟 7:17.7 +1:32.7
11 136 福原 陽(5) 松之山小学校 新潟 7:23.5 +1:38.5

=12 116 中島ひな子(5) 津南JRC 新潟 7:27.1 +1:42.1
=12 133 山賀 桃果(6) 松代小学校 新潟 7:27.1 +1:42.1

14 135 涌井あや夏(5) 外丸っ子スキークラブ 新潟 7:35.6 +1:50.6
15 121 坂井 結(5) 松代小学校 新潟 7:50.6 +2:05.6
16 128 山本 花(5) 松代小学校 新潟 7:51.6 +2:06.6
17 122 大見 和奏(5) 松之山小学校 新潟 7:56.1 +2:11.1
18 123 小嶋 千夏(5) 松代小学校 新潟 8:09.7 +2:24.7
19 127 本柳 悠妃(6) 松代小学校 新潟 8:13.9 +2:28.9
20 132 佐藤 玲有(6) 松代小学校 新潟 8:19.6 +2:34.6
21 113 米持 初音(5) 松代小学校 新潟 8:35.1 +2:50.1
22 119 福原 紅亜(5) 松之山小学校 新潟 8:40.2 +2:55.2
23 126 西潟 若菜(6) 松代小学校 新潟 8:42.5 +2:57.5
24 120 野沢 柚季(5) 松代小学校 新潟 8:54.1 +3:09.1
25 118 小堺 咲良(6) 松代小学校 新潟 9:06.7 +3:21.7
26 117 永井さくら(5) 松代小学校 新潟 9:22.9 +3:37.9
27 111 荒井 菜美(6) 松之山小学校 新潟 9:35.4 +3:50.4
28 112 ストヤーノフ ミカエラ(6) 松代小学校 新潟 9:40.5 +3:55.5
29 114 髙澤 知果(5) 松之山小学校 新潟 10:20.8 +4:35.8

115 関谷 海音(5) 松代小学校 新潟 DS
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２０１６

第６６回松之山スキー競技大会

クロスカントリー

公式成績表

小学女子A 2.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 10:55 終了時間 11:10

雪温 気温
10:40 雪 普通 0℃ 2℃ 53％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
30 29 0 0 1 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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順位 Bib 名前 所属名

時刻 天候 雪質 湿度
温度

参加者
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公式成績表

小学女子B 2.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 11:05 終了時間 11:22

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 17m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 12m

合計登高 37m

コース全長 2km

1 178 古川 純恋(4) 妙高小学校 新潟 6:57.1 0.0
2 180 庭野 茜(4) 松代小学校 新潟 7:04.1 +7.0
3 179 渡辺 莉那(4) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 7:08.9 +11.8
4 169 近藤きよら(3) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 7:11.9 +14.8
5 176 牧田 鈴葉(3) 松代小学校 新潟 7:17.9 +20.8
6 174 小島 弥星(3) 矢代JSC 新潟 7:37.3 +40.2
7 181 若井 咲月(4) 津南JRC 新潟 7:45.6 +48.5
8 177 鈴木 未羽(4) 津南JRC 新潟 7:57.7 +1:00.6
9 168 相浦 小姫(4) 矢代JSC 新潟 8:18.6 +1:21.5

10 175 髙澤 結衣(4) 松代小学校 新潟 8:21.2 +1:24.1
11 167 村山 晏(4) 津南JRC 新潟 8:22.1 +1:25.0
12 153 柳川 凛(3) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 8:27.4 +1:30.3
13 154 松﨑 光優(3) 矢代JSC 新潟 8:42.3 +1:45.2
14 170 小形 実果(4) 松之山小学校 新潟 8:59.5 +2:02.4
15 172 山賀陽菜実(4) 松代小学校 新潟 9:03.5 +2:06.4
16 171 柳 佳藍(4) 松代小学校 新潟 9:04.0 +2:06.9
17 173 坂井みのり(4) 松代小学校 新潟 9:18.5 +2:21.4
18 159 桑原 由奈(3) 津南JRC 新潟 9:27.3 +2:30.2
19 166 羽深 沙彩(3) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 10:01.1 +3:04.0
20 151 相澤 優希(3) 松之山小学校 新潟 10:23.5 +3:26.4
21 164 永井ひかり(4) 松代小学校 新潟 10:46.7 +3:49.6
22 161 保坂 風花(3) 松之山小学校 新潟 11:15.0 +4:17.9
23 160 樋口 心優(3) 松代小学校 新潟 11:29.3 +4:32.2
24 163 高橋 夢(4) 松代小学校 新潟 11:41.9 +4:44.8
25 165 髙橋 奈央(4) 松代小学校 新潟 11:50.4 +4:53.3
26 158 中嶋 穂香(3) 松代小学校 新潟 12:43.4 +5:46.3
27 155 若井 美歩(3) 松代小学校 新潟 12:57.3 +6:00.2
28 152 柳 まひる(3) 松代小学校 新潟 13:08.3 +6:11.2
29 162 小堺 真衣(4) 松代小学校 新潟 13:22.4 +6:25.3
30 157 小島 莉奈(3) 松代小学校 新潟 13:48.5 +6:51.4

156 室岡 汐織(3) 松代小学校 新潟 DS

Print Date: Sun 31 Jan 2016 Print Time: 12:19 Page: 1/2

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

２０１６

第６６回松之山スキー競技大会

クロスカントリー



２０１６

第６６回松之山スキー競技大会

クロスカントリー

公式成績表

小学女子B 2.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 11:05 終了時間 11:22

雪温 気温
11:00 雪 普通 0℃ 2℃ 52％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
31 30 0 0 1 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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公式成績表

小学男子C 1.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 11:40 終了時間 11:49

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 7m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 4m

合計登高 8m

コース全長 1km

1 200 武江 奏大(2) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 4:30.5 0.0
2 196 清水 優貴(2) 妙高小学校 新潟 4:37.5 +7.0
3 197 岡田 大輝(1) 矢代JSC 新潟 4:52.7 +22.2
4 198 山賀 宗司(2) まつだいCSC 新潟 5:03.7 +33.2
5 195 米川 颯真(1) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 5:30.2 +59.7
6 193 樋口 幹都(1) 松之山小学校 新潟 5:36.7 +1:06.2
7 199 田邊 桂士(2) 松之山小学校 新潟 6:04.0 +1:33.5
8 192 羽深 泰紳(1) 牧ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 新潟 7:09.2 +2:38.7

191 村山 悠翔(1) 松之山小学校 新潟 DF
194 佐藤 世明(2) まつだいCSC 新潟 DS

雪温 気温
11:00 雪 普通 0℃ 2℃ 52％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
10 8 0 1 1 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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公式成績表

小学女子C 1.0 km クラシカル

十日町市松之山 2016/01/31 開始時間 11:45 終了時間 11:57

技術代表 高橋 一行 コース名称 松之山クロカンコース

競技委員長 滝沢 幹夫 出発・決勝標高 375m

セクレタリー 福原 諭祐 標高差 7m

コース係長 村山 敦尚 極限登高標高差 4m

合計登高 8m

コース全長 1km

1 215 福原 優香(2) 松之山小学校 新潟 4:57.9 0.0
2 213 佐藤 結(1) 松之山小学校 新潟 6:20.5 +1:22.6
3 212 福原 悠愛(1) 松之山小学校 新潟 6:43.7 +1:45.8
4 214 小口 千智(2) 松之山小学校 新潟 8:10.4 +3:12.5
5 211 小形 咲希(1) 松之山小学校 新潟 10:46.8 +5:48.9

雪温 気温
11:00 雪 普通 0℃ 2℃ 52％ 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
5 5 0 0 0 0

技術代表 セクレタリー

高橋 一行 福原 諭祐
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