
GALLIUM CUP
(公財 )全 日本スキー連 盟B級公認

第 32回 田山クロスカントリー大会

SAJ03‐ CC‐09/86田 山クロスカントリーコース

公式成績表

中学男子 5kmクラシカル

2021/01/06 開始時間 12100 終了時間 12:37
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順位  Bib  :等  名前      所属名         都道府県
フ

驚

ユ
  時 間差

1  128 1308737藤 本 孝輔   鷹巣中学校        秋田

2 145      松浦 鷹祐   森吉中学校        秋田

3 139      天瀬 颯太   雫石中学校        岩手

4 135 1308479笠間 莉斗   猪苗代中学校       福島

5 127      古舘 諒誠   雫石中学校        岩手

6 133 1308542山口 大輝   大鰐中学校        青森

7 146      岩持 悠日   雫石中学校        岩手

8 131  1308667鳥 海 真尋   ―戸中学校        岩手

9 141      奈良 虎太郎  比内中学校        秋田

10 112      本間 大地   東北中学校        青森

11 129 1309259佐 藤 真斗   大鰐中学校        青森

12 111      檜山 考輝   雫石中学校        岩手

13 137 1309680尾 崎 暖    奥中山中学校       岩手

14 155      本間 幸―   東北中学校        青森

15 121  1309258原 子 凌明   大鰐中学校        青森

16 149 1308540佐 藤 冴彪   大鰐中学校        青森

17 119      沼野 慎平   雫石中学校        岩手

18 114      藤本 伊吹   鷹巣中学校        秋田

19 150      北田 理久   雫石中学校        岩手

20 156      川崎 建成   雫石中学校        岩手

21  161      沼山 在音   東北中学校        青森

22 154 1309477小 山口 飛琶  安代中学校        岩手

23 125 1308727菊 池 仁之介  ニツ丼中学校       秋田

24 132      岩清水 奏太  東北中学校        青森

25 140 1309299和 井内 飛沫  安代中学校        岩手

26 160 1309257外 崎 智大   大鰐中学校        青森

27 117 1309567菊 池 泉士郎  ニツ丼中学校       秋田

28 153 1309716清 水 悠生   鷹巣中学校        秋田

29 163 1309478齊 藤 巧輝   安代中学校        岩手

30 120 1309301松 葉 友吾   安代中学校        岩手

31 143      高橋 杏介   湯沢・雄勝ノルデイツク   秋田

32 142 1309295高 橋 舷貴   湯口中学校        岩手

33 138 1308671レ ヴィン小倉 文」湯本中学校        岩手

34 158      藤本 絃希   雫石中学校        岩手

35 124 1308650釜 石 充    奥中山中学校       岩手

36 136      菅原 桜大   山田中学校        秋田

37 123 1309688地 蔵堂 伊織  ―戸中学校        岩手

38 126 1308472黒 木 山人   津軽中学校        青森

39 116      藤田 夏樹   湯沢・雄勝ノルディック   秋田

40 122 1309682上 山 晴大   奥中山中学校       岩手

41  130 1308952高 橋 朋也   松尾中学校        岩手

42 157 1309681鈴 木 碧夏   奥中山中学校       岩手

43 162      鈴木 緑葉   雫石中学校        岩手

44 118 1309296八 木 心    湯本中学校        岩手

45 148 1309685八 重樫 駿斗  湯本中学校        岩手

46  144      欠端 陽向   サンビレクロスレーシング  岩手
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GALLIUM CUP
(公財 )全 日本スキー連 需B級公認

第 32回 田山クロスカント:J一大会

SAJ03-CC‐ 09/86田 山クロスカントリーコース

公式成績表

中学男子 5kmクラシカル

2021/01/06 開始時間 12:00 終了時間 12:37

順位  Bib :等  名前 所属名 都道府県
フ

雛

ユ  時 間差

47 159      中村 奏太   奥中山中学校       岩手
48  115      小野寺 悠   サンビレクロスレーシング  岩手
49 147 1309683白 畑 友成   奥中山中学校       岩手
50 113 1308951菅 原 建汰   松尾中学校        岩手
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DS

51 164 1309679福 島 遥輝   松尾中学校
52 152 1309678伊 藤 稜牙   松尾中学校

岩手

岩手
134 1309298駒 木 優人   奥中山中学校       岩手
151  1309684八 木 伊吹   奥中山中学校       岩手
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