
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 富井　剛志 [長野] コース名

大松山チャンピオンコース
主審 徳武　勝広 [長野] スタート地点 1641m
副審 松沢　剛 [長野] フィニッシュ地点 1341m
競技委員長 上平　茂幸 [長野] 標高差 300m

全長 1183m
ホモロゲーションNo. SAJ30-GS-41/88

コースセッター 山崎　真喜 [長野]
前走者 - A - 小池　岳太 [JPS]
前走者 - B - 本堂　杏実 [JPS]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

1 03019580 田近 歩武 長野 王滝小学校
2 03020513 関野 佑平 長野 軽井沢東部小学校
3 03020519 保坂 宙 長野 中野小学校
4 03019202 横尾 錬 長野 戸隠小学校
5 03019200 原山 響 長野 戸隠小学校
6 03020514 森 大和 長野 軽井沢東部小学校
7 03019250 佐藤 悠 長野 古牧小学校
8 03021311 山田 愛太 長野 白馬北小学校
9 03019333 石塚 心樹 茨城 手代木南小学校

10 03020524 渡辺 友規 長野 才教学園小学校
11 03019588 小林 大輝 長野 長門小学校
12 03019215 国本 空良 長野 白馬北小学校
13 03020928 大澤 俊 長野 大町市SC
14 03019222 竹節 天太 長野 山ﾉ内東小学校
15 03021309 丸山 武蔵 長野 白馬北小学校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

16 03019209 坂本 遼太 長野 山ﾉ内西小学校
17 03019224 山本 洸貴 長野 山ﾉ内東小学校
18 03020520 青木 琉晟 長野 山ﾉ内西小学校
19 03019306 一ノ本 禅都 兵庫 鉢伏ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
20 03019194 輿水 遥人 長野 南牧南小学校
21 03020490 橋本 麗生 長野 小谷小学校
22 03020393 篠 毅 長野 白馬南小学校
23 03019393 川崎 響希 長野 諏訪市立豊田小学校
24 03020492 松沢 奏音 長野 小谷小学校
25 03019212 河野 大峨 長野 野沢温泉小学校
26 03019223 船本 力生 長野 山ﾉ内東小学校
27 03019219 小根澤 佳晃 長野 山ﾉ内東小学校
28 03019195 新海 悠仁 長野 南牧南小学校
29 03020506 富井 大空 長野 野沢温泉小学校
30 03020339 髙見澤 克生 長野 佐久穂小学校
31 03019220 佐藤 隼成 長野 山ﾉ内東小学校
32 03019933 桑江 常旗 北海道 旭川ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑ
33 03019249 髙橋 駈琉 長野 戸狩小学校
34 03020033 鈴木 麻生 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
35 03020512 吉澤 龍澄 長野 野沢温泉小学校
36 03019217 伊藤 冴生 長野 川上第二小学校
37 03019216 笹川 伸吾 長野 白馬北小学校
38 03020507 富井 大作 長野 野沢温泉小学校
39 03021300 鍋嶋 侠汰 長野 小谷体協
40 03020502 服部 壮真 長野 泉台小学校
41 03019218 青木 優翔 長野 山ﾉ内東小学校
42 03019321 手銭 利玖 長野 大町市立美麻小学校
43 03019201 宮本 亘 長野 戸隠小学校
44 03019581 太田 千翔 長野 白馬南小学校
45 03019272 磯崎 櫂 長野 菅平小学校
46 03020505 笹岡 蒼然 長野 野沢温泉小学校
47 03019582 德武 竜生 長野 白馬南小学校
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