
スタートリスト

男子1部 4 × 7.5 km リレー 

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/07 開始時間 10:00

 技術代表 田中 正徳 学連  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース 

 競技委員長 山川 尚 新赤倉  標高差 38m 

 副競技委員長 清水 直春 妙高SK  極限登高標高差 41m 

 合計登高 231m 

 全長 2.5km 

 周回 3 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

1 大阪産業大学
1- 藤沢 樹(2)
1- 髙橋 海人(4)
1- 板倉 勝音(4)
1- 北村 涼真(1)
1- 田中 伸弥(1)
1- 寺井 恵真(2)

2 九州大学
2- 嶋田 悠二(4)
2- 大月 隆寛(4)
2- 窪田 安晃(4)
2- 宮崎 凌(4)
2- 上水流 暖(2)
2- 楢崎 拓海(2)
2- 入江 海音(1)
2- 稲森 彰人(4)

3 関西大学
3- 森岡 岳(4)
3- 松井 星涼(2)
3- 宇都宮 陸(4)
3- 杉山 喜規(3)
3- 西田 一歩(3)
3- 酒井 翔麻(2)
3- 佐竹 諒一郎(1)
3- 南川 翼(1)

4 大阪大学
4- 岩瀬 聡介(4)
4- 濱田 航平(4)
4- 安田 翔太(2)
4- 小林 勇斗(2)
4- 五十嵐 元(3)
4- 安野 喬雄(2)
4- 大野 隼輔(1)
4- 平木 拓登(3)

5 京都大学
5- 佐々木 大輔(4)
5- 浅野 伸弥(4)
5- 山田 理仁(1)
5- 高見 祐丞(3)
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スタートリスト

男子1部 4 × 7.5 km リレー 

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/07 開始時間 10:00

6 関西学院大学
6- 田岸 大和(1)
6- 池田 太一(4)
6- 明保能 弘翔(4)
6- 山口 遥平(3)
6- 久保 知之(1)

7 京都産業大学
7- 岩本 翔(2)
7- 松田 凜(3)
7- 川高 慎之輔(1)
7- 鹿野 海人(3)
7- 大藤 有真(1)
7- 内藤 蒼(3)
7- 河本 海(2)
7- 岸 侃弥(2)

8 近畿大学
8- 鈴木 竣介(1)
8- 西村 龍起(1)
8- 橋場 陸(3)
8- 森 龍希(3)
8- 髙橋 浩貴(2)

9 龍谷大学
9- 山本 翔太郎(4)
9- 前川 純之介(2)
9- 一ノ本 龍之介(2)
9- 北橋 孝紀(2)
9- 芦澤 海李(1)
9- 原田 裕成(1)
9- 藤谷 智岳(1)
9- 古庄 貴博(1)

10 名古屋大学
10- 伊藤 治希(3)
10- 井上 翔理(4)
10- 福澤 脩平(1)
10- 飛永 雄人(-)
10- 井口 岳麿(4)
10- 野尻 優太(3)
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