
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森 晃 [長野] コース名

大松山チャンピオンコース
主審 高橋 将也 [長野] スタート地点 1641m
副審 松本 和也 [群馬] 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. SAJ29-GS-41/88

コースセッター 山崎 真喜 [長野]
前走者 - A - 楢原 涼
前走者 - B - 新村 龍司
前走者 - C - 磯崎 新
前走者 - D - 村本 来実

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 03018467 長谷川 耀 長野 白馬南小学校
2 03019249 髙橋 駈琉 長野 戸狩小学校
3 03018464 大野 祐一郎 長野 山ﾉ内西小学校
4 03018450 小林 唯太 長野 山ﾉ内東小学校
5 03018040 小林 昂世 新潟 妙高ﾘｰｼﾞｮﾝSC
6 03017765 石川 岳陽 長野 小谷小学校
7 03017788 西村 桔坪 長野 白馬北小学校
8 03018364 三原 幹 長野 菅平小学校
9 03017782 武村 勇飛 長野 山ﾉ内北小学校

10 03017770 津野尾 広大 長野 大町東小学校
11 03017767 深澤 嵩晴 長野 小谷小学校
12 03018469 足立 一心 長野 戸狩小学校
13 03017779 大槻 一心 長野 塩尻東小学校
14 03018367 平瀬 慶 長野 飯山小学校
15 03019224 山本 洸貴 長野 山ﾉ内東小学校
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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 03019202 横尾 錬 長野 戸隠小学校
17 03017775 長谷川 結哉 長野 戸隠小学校
18 03017780 大口 颯斗 長野 泉台小学校
19 03017781 服部 秋太 長野 泉台小学校
20 03018474 平井 颯馬 長野 戸狩小学校
21 03017772 大日方 義宗 長野 戸隠小学校
22 03018462 田近 資武 長野 王滝小学校
23 03019215 国本 空良 長野 白馬北小学校
24 03019321 手銭 利玖 長野 大町市立美麻小学校
25 03018468 古郡 太陽 長野 白馬南小学校
26 03019195 新海 悠仁 長野 南牧南小学校
27 03017881 豊島 崇至 兵庫 村岡ﾊﾁ北SC
28 03019582 徳武 竜生 長野 白馬南小学校
29 03018357 山下 大輝 長野 南箕輪小学校
30 03017790 宮田 惟吹 長野 白馬北小学校
31 03017787 切久保 冬輝 長野 白馬北小学校
32 03019212 河野 大峨 長野 野沢温泉小学校
33 03018470 岸田 一真 長野 戸狩小学校
34 03018475 金古 廉 長野 松本市SC
35 03019200 原山 響 長野 戸隠小学校
36 03018453 土屋 伊吹 長野 豊科南小学校
37 03018461 下出 鉄平 長野 王滝小学校
38 03018455 仲田 知弘 長野 信濃小学校
39 03019209 坂本 遼太 長野 山ﾉ内北小学校
40 03017884 植田 幹大 兵庫 村岡ﾊﾁ北SC
41 03019217 伊藤 冴生 長野 川上第二小学校
42 03019275 山下 千颯 長野 菅平小学校
43 03019272 磯崎 櫂 長野 菅平小学校
44 03019223 船本 力生 長野 山ﾉ内東小学校
45 03019269 渋谷 航貴 長野 高山小学校
46 03019216 笹川 伸吾 長野 白馬北小学校
47 03020393 篠 毅 長野 白馬南小学校
48 03019222 竹節 天太 長野 山ﾉ内東小学校
49 03019268 渋谷 健太郎 長野 高山小学校
50 03019210 原山 大稀 長野 山ﾉ内北小学校
51 03019201 宮本 亘 長野 戸隠小学校
52 03019003 中久喜 碧音 長野 上田市立東小学校
53 03019218 青木 優翔 長野 山ﾉ内東小学校
54 03019220 佐藤 隼成 長野 山ﾉ内東小学校
55 03019581 太田 千翔 長野 白馬南小学校
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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

56 03019333 石塚 心樹 茨城 手代木南小学校
57 03019194 輿水 遥人 長野 南牧南小学校
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