
第89回全関西学生スキー選手権大会
All Kansai Intercollegiate Skiing Championships in Nozawa 2019

公式成績表

男子１部 1.2 km スプリント フリー

nozawaonsen 2019/03/10 開始時間 09:00 終了時間 11:45

 技術代表 田中　正徳 学連  コース名 南原クロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  標高差 ２３ｍ

 コース係長 森　知弘 NSC  極限登高標高差 ３６ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 1 決勝 A 01303637 本間 有次 立命館大学 学連
2 2 決勝 A 01304900 笠原 陸 京都産業大学 学連
3 3 決勝 A 01304574 中俣 旭日 関西学院大学 学連
4 7 決勝 A 01304755 今川 雅紀 近畿大学 学連
5 9 決勝 A 01303910 髙橋 飛悠 京都産業大学 学連
6 14 決勝 A 01304936 三浦 壱成 近畿大学 学連

7 5 決勝 B 01304306 小笠原 航洋 近畿大学 学連
8 6 決勝 B 01305527 宮内 大地 京都産業大学 学連
9 8 決勝 B 01304288 櫻井 龍馬 大阪産業大学 学連

10 10 決勝 B 01304486 髙橋 廉士郎 京都産業大学 学連
11 4 決勝 B 01304468 黒岩 純也 立命館大学 学連
12 11 決勝 B 01306564 藤本 智元 龍谷大学 学連

13 12 準々決勝 01305415 畔上 晃 立命館大学 学連
14 13 準々決勝 01305404 土屋 優介 近畿大学 学連
15 16 準々決勝 01304540 今井 一紘 京都産業大学 学連
16 15 準々決勝 01303567 小野村 甚哉 九州大学 学連
17 18 準々決勝 01304877 篠崎 仁志 京都産業大学 学連
18 19 準々決勝 01305683 山下 翔生 近畿大学 学連
19 21 準々決勝 01306186 甫天 洸介 関西学院大学 学連
20 24 準々決勝 01305204 西垣 和真 関西学院大学 学連
21 17 準々決勝 01306605 道坂 怜生 大阪大学 学連
22 20 準々決勝 01304805 杉村 柊哉 大阪産業大学 学連
23 22 準々決勝 01304807 進賀 涼平 大阪産業大学 学連
24 23 準々決勝 01303558 林 雅人 関西学院大学 学連
25 25 準々決勝 01303081 青木 雅実 大阪大学 学連
26 26 準々決勝 01305596 河野 純平 大阪産業大学 学連
27 27 準々決勝 01304650 片井 悠太 京都大学 学連
28 28 準々決勝 01307861 山田 渓太 京都大学 学連
29 29 準々決勝 01307259 塩見 学 名古屋大学 学連
30 30 準々決勝 01304655 佐橋 一輝 名古屋大学 学連

31 予選 01305799 五島 央勝 大阪産業大学 学連
32 予選 01307785 波多野 翔太 九州大学 学連
33 予選 01308215 岡次 徹 九州大学 学連
34 予選 01307258 小坂 優介 名古屋大学 学連
35 予選 01308587 村山 直輝 大阪大学 学連
36 予選 01307151 嶋﨑 幸之介 京都大学 学連
37 予選 01307783 大瀬 康平 九州大学 学連
38 予選 01308254 入山 泰史 京都大学 学連
39 予選 01307261 森 政樹 名古屋大学 学連

=40 予選 01308216 神田橋 知成 九州大学 学連
=40 予選 01307864 岡田 拓朗 大阪大学 学連

42 予選 01308219 野田 浩太郎 九州大学 学連
43 予選 01306725 簗川 雅友 龍谷大学 学連
44 予選 01308601 飛永 雄人 名古屋大学 学連
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順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名 都道府県 備考
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45 予選 01308586 濱田 航平 大阪大学 学連
46 予選 01308585 山田 健朗 京都大学 学連

予選 01304901 山本 雄陽 立命館大学 学連 DS
予選 01303459 星野 隆成 近畿大学 学連 DS
予選 01308599 島 孝元 名古屋大学 学連 DS

雪温 気温
09:00  晴れ  ハード 0℃ 4℃ 60％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
49 46 0 0 3 0

技術代表 セクレタリー

田中　正徳 佐藤　金二
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名前 所属名

風向 / 風速

参加者

都道府県 備考

時刻 天候 雪質 湿度
温度


