
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 湯本　寿一 [長野] コース名
主審 猪又　実 [長野] 大松山チャンピオンコース
副審 関　辰紀 [長野] スタート地点 1641m
競技委員長 峯村　文就 [長野] フィニッシュ地点 1341m

標高差 300m
全長 1183m
ホモロゲーションNo. SAJ31-GS-41/88

コースセッター 下平　哲也 [長野]
前走者 - A - 竹村　征峻
前走者 - B - 黒岩　孝光
前走者 - C - 金田　羅生

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

101 03015571 青木 大翔 長野 中野西高校
102 03019224 山本 洸貴 長野 山ﾉ内中学校
103 03018364 三原 幹 長野 菅平中学校
104 03018450 小林 唯太 長野 山ﾉ内中学校
105 03017770 津野尾 広大 長野 仁科台中学校
106 03017767 深澤 嵩晴 長野 小谷中学校
107 03017788 西村 桔坪 長野 白馬中学校
108 03017113 宮﨑 侑人 長野 信濃町立信濃小中学校
109 03016700 笹岡 蒼空 長野 野沢温泉中学校
110 03018474 平井 颯馬 長野 飯山城北中学校
111 03016692 成澤 和真 長野 山ﾉ内中学校
112 03016691 畔上 優希 長野 山ﾉ内中学校
113 03016657 猪股 陸 長野 小谷中学校
114 03017103 畔上 翔大郎 長野 野沢温泉中学校
115 03016694 小林 泰智 長野 穂高西中学校
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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

116 03017782 武村 勇飛 長野 山ﾉ内中学校
117 03018464 大野 祐一郎 長野 山ﾉ内中学校
118 03019333 石塚 心樹 茨城 手代木中学校
119 03017765 石川 岳陽 長野 小谷中学校
120 03017772 大日方 義宗 長野 戸隠中学校
121 03019194 輿水 遥人 長野 南牧中学校
122 03019918 田村 柊陽 埼玉 さいたま市立与野西中
123 03019202 横尾 錬 長野 戸隠中学校
124 03019249 髙橋 駈琉 長野 飯山城北中学校
125 03018467 長谷川 耀 長野 白馬中学校
126 03019272 磯崎 櫂 長野 菅平中学校
127 03016680 利部 旬悟 長野 白馬中学校
128 03016673 小畑 翔太朗 長野 上田市立第三中学校
129 03019212 河野 大峨 長野 野沢温泉中学校
130 03017779 大槻 一心 長野 塩尻中学校
131 03019195 新海 悠仁 長野 南牧中学校
132 03017875 西坂 匠真 兵庫 播磨中学校
133 03017688 田中 智久 長野 川上中学校
134 03017787 切久保 冬輝 長野 白馬中学校
135 03019217 伊藤 冴生 長野 川上中学校
136 03017642 山本 優希 群馬 草津中学校
137 03020339 髙見澤 克生 長野 佐久穂中学校
138 03016677 西原 太陽 長野 高山中学校
139 03019215 国本 空良 長野 白馬中学校
140 03019580 田近 歩武 長野 王滝中学校
141 03019216 笹川 伸吾 長野 白馬中学校
142 03019200 原山 響 長野 戸隠中学校
143 03018073 幾島 楓太 群馬 草津中学校
144 03019581 太田 千翔 長野 白馬中学校
145 03019218 青木 優翔 長野 山ﾉ内中学校
146 03019201 宮本 亘 長野 戸隠中学校
147 03019518 中村 太空 群馬 嬬恋中学校
148 03018443 小野 要玄 長野 塩尻中学校
149 03017793 三浦 翔太 長野 木曽町中学校
150 03018455 仲田 知弘 長野 信濃町立信濃小中学校
151 03016974 藤田 大輝 山梨 高根中学校
152 03019588 小林 大輝 長野 依田窪南部中学校
153 03019106 小林 晴天 長野 依田窪南部中学校
154 03014866 北村 涼真 京都 大谷高校
155 03019266 安本 桜太郎 長野 東御東部中学校
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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

156 03019508 田村 朔哉 群馬 草津中学校
157 03021743 佐藤 倫太朗 長野 飯山城南中学校
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