
公式成績表

男子1部 1.2 km スプリント フリー

妙高高原赤倉温泉 2013/03/12 開始時間 09:30 終了時間 13:13

技術代表 真目　祐治 コース名 妙高高原クロスカントリーコース

競技委員長 渡辺　慶雄 標高差 12m 
コース係長 佐藤　正行 極限登高標高差 10m 

合計登高 18m 
全長 1.2km 
周回数 1 

1 12 決勝 A 01300741 松澤 太也 同志社大学 男子1部
2 6 決勝 A 01300828 山本 航 同志社大学 男子1部
3 2 決勝 A 01300700 丸山 航平 近畿大学 男子1部
4 5 決勝 A 01301062 杉田 将生 京都産業大学 男子1部
5 3 決勝 A 01303506 藤井 昭夫 大阪産業大学 男子1部
6 1 決勝 A 01301077 加藤 拓真 近畿大学 男子1部

7 16 決勝 B 01300784 山本 将道 龍谷大学 男子1部
8 10 決勝 B 01300744 齋藤 朋弥 龍谷大学 男子1部
9 7 決勝 B 01300781 中村 寿真 同志社大学 男子1部

10 4 決勝 B 01300843 浦澤 良晴 近畿大学 男子1部
11 8 決勝 B 01300776 上原 広大 近畿大学 男子1部
12 14 決勝 B 01301162 和田 健吾 立命館大学 男子1部

13 9 準々決勝 01301295 小松 秀平 京都産業大学 男子1部
14 11 準々決勝 01301076 山下 悠佑 立命館大学 男子1部
15 13 準々決勝 01301055 風 慎太郎 立命館大学 男子1部
16 15 準々決勝 01301152 宮下 琢也 京都産業大学 男子1部
17 20 準々決勝 01300463 大山 太地 立命館大学 男子1部
18 22 準々決勝 01303515 今北 慎太郎 大阪産業大学 男子1部
19 23 準々決勝 01302987 西村 弘輝 京都産業大学 男子1部
20 24 準々決勝 01301160 谷田 智 大阪産業大学 男子1部
21 19 準々決勝 01303842 原田 直人 名古屋大学 男子1部
22 21 準々決勝 01301086 朝日 一堯 名古屋大学 男子1部
23 25 準々決勝 01303534 山口 雄亮 同志社大学 男子1部
24 27 準々決勝 01304480 山口 敦大 龍谷大学 男子1部
25 28 準々決勝 01303501 瀧山 祥希 大阪大学 男子1部
26 17 準々決勝 01301276 小椋 翼 龍谷大学 男子1部
27 18 準々決勝 01300108 小笠原 克真 近畿大学 男子1部
28 26 準々決勝 01304379 有賀 哲 京都大学 男子1部
29 29 準々決勝 01303798 石田 将規 名古屋大学 男子1部
30 30 準々決勝 01303338 元嶋 誠 京都大学 男子1部

31 予選 01304705 三浦 潤 大阪大学 男子1部
32 予選 01303950 安井 良輔 大阪大学 男子1部
33 予選 01303796 吉見 考弘 名古屋大学 男子1部
34 予選 01304769 森本 悠大 関西学院大学 男子1部
35 予選 01305109 横田 千聖 名古屋大学 男子1部
36 予選 01304458 峠 洋輔 関西学院大学 男子1部
37 予選 01305105 藤堂 寛 名古屋大学 男子1部
38 予選 01303960 饗場 佳広 大阪産業大学 男子1部

予選 01303958 柴田 陸朗 大阪産業大学 男子1部
予選 01301217 中野 聖基 関西学院大学 男子1部
予選 01303957 芝野 晃太郎 大阪産業大学 男子1部
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ジュリー コース データ

順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名 クラス

第83回全関西学生スキー選手権大会

妙高高原



第83回全関西学生スキー選手権大会

公式成績表

男子1部 1.2 km スプリント フリー

妙高高原赤倉温泉 2013/03/12 開始時間 09:30 終了時間 13:13

雪温 気温

09:00 晴れ 普通 -1℃ 1℃ 北 1m/s
10:00 晴れ 普通 0℃ 5℃ 北西 1m/s
11:00 晴れ 普通 0℃ 5℃ 北西 1m/s
12:00 晴れ 普通 0℃ 9℃ 北西 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
41 38 0 0 3 0

技術代表

真目　祐治
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名前 所属名 クラス順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

風向  / 風速

参加者

時刻 天候 雪質
温度

妙高高原


