
公式成績表

 成年男子 10 km フリー
鹿角市花輪スキー場 2019/08/11 開始時間 11:00 終了時間 11:46

 技術代表 金田 博文  コース名 花輪スキー場ローラースキーコース

 競技委員長 奥山 昭光  全長 10km 
 副競技委員長 田中 雅徳  周回数 4(2.5km*4) 

1 71 宮沢   大志 JR東日本スポーツスキー部 東京 18:39.3 0.0
2 75 湊　　祐介 阿仁スキークラブ 秋田 18:49.4 +10.1
3 81 藤ノ木   光 東京美装グループスキー部 北海道 18:59.3 +20.0
4 85 大田喜 日向 日本大学 学連 19:26.3 +47.0
5 92 石川 謙太郎 水谷モデルSC 三重 19:32.8 +53.5
6 72 宮崎   遼周 早稲田大学 学連 19:35.6 +56.3
7 96 蛯名　 貴徳 自衛隊体育学校 北海道 19:41.4 +1:02.1
8 119 星野　 壮生 水谷モデルSC 三重 19:44.3 +1:05.0
9 124 蜂須賀 優駿 JR北海道スキー部 北海道 19:57.7 +1:18.4

10 115 髙畑　 弘也 自衛隊体育学校 北海道 19:57.9 +1:18.6
11 122 山本　　竜 自衛隊体育学校 北海道 20:05.1 +1:25.8
12 97 坂詰 健太郎 専修大学 学連 20:06.1 +1:26.8
13 94 松田　 敦士 日本大学 学連 20:10.0 +1:30.7
14 105 板橋　 達基 陸自青森スキー部 青森 20:10.7 +1:31.4
15 114 小比類巻 遼 日本大学 学連 20:13.0 +1:33.7
16 82 佐藤　　凌 東海大学 学連 20:15.0 +1:35.7
17 79 児玉   宗史 JR北海道スキー部 北海道 20:21.0 +1:41.7
18 100 木村 賢太郎 日本大学 学連 20:28.0 +1:48.7
19 98 坂木　 宥也 日本大学 学連 20:32.4 +1:53.1
20 107 渡辺　 啓豊 日本大学 学連 20:36.7 +1:57.4
21 101 郷   翔一朗 東洋大学 学連 20:37.0 +1:57.7
22 109 吉田   悠真 JR北海道スキー部 北海道 20:40.4 +2:01.1
23 120 岡村   慧胤 早稲田大学 学連 20:40.7 +2:01.4
24 132 野田頭 峻也 陸自青森スキー部 青森 20:50.9 +2:11.6
25 134 松村 亜斗夢 JR北海道スキー部 北海道 20:51.1 +2:11.8
26 104 渡辺　 皓大 日本大学 学連 20:53.8 +2:14.5
27 131 幾田 林太郎 日本大学 学連 21:05.1 +2:25.8
28 90 永井　 陽一 八幡平市スキー連盟 岩手 21:05.6 +2:26.3
29 118 釜石　　和 東京農業大学 学連 21:05.7 +2:26.4
30 99 落合　 稜介 青森大学 学連 21:06.4 +2:27.1
31 128 星野　 誉貴 早稲田大学 学連 21:07.6 +2:28.3
32 84 横山　 開世 鹿角市スキー連盟 秋田 21:18.6 +2:39.3
33 83 中島   夕和 専修大学 学連 21:22.6 +2:43.3
34 133 川除　 大輝 日本大学 学連 21:24.8 +2:45.5

=35 106 木村   龍也 東洋大学 学連 21:25.7 +2:46.4
=35 125 山﨑  　凌 東洋大学 学連 21:25.7 +2:46.4

37 80 進藤　 洸太 日本大学 学連 21:27.2 +2:47.9
38 116 外谷   涼太 専修大学 学連 21:33.0 +2:53.7
39 126 廣田　 珠輝 日本大学 学連 21:38.9 +2:59.6
40 130 髙野　 幹也 青森大学 学連 21:40.9 +3:01.6
41 138 武田　 海人 陸自青森スキー部 青森 21:47.6 +3:08.3
42 123 宮木　　海 日本大学 学連 21:51.6 +3:12.3
43 129 郷津　 知哉 専修大学 学連 21:55.0 +3:15.7
44 93 船水   大也 陸自青森スキー部 青森 21:55.6 +3:16.3
45 142 山元　 令壱 日本大学 学連 21:55.7 +3:16.4
46 89 石山　 柊平 東京農業大学 学連 22:05.3 +3:26.0
47 108 西木　 励仁 青森大学 学連 22:14.6 +3:35.3
48 136 村上　 純人 法政大学 学連 22:30.1 +3:50.8
49 139 重田　 宙 日本大学 学連 22:36.4 +3:57.1

=50 102 上山　 侑大 法政大学 学連 22:43.9 +4:04.6
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ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差

～スキーのまち鹿角～

第３０回全国ローラースキー選手権大会

秋田県スキー連盟



～スキーのまち鹿角～

第３０回全国ローラースキー選手権大会

公式成績表

 成年男子 10 km フリー
鹿角市花輪スキー場 2019/08/11 開始時間 11:00 終了時間 11:46

=50 144 佐藤　 友星 日本大学 学連 22:43.9 +4:04.6
52 113 松岡　 琢磨 鹿角市スキー連盟 秋田 22:47.6 +4:08.3
53 121 久保    響 青森大学 学連 22:54.4 +4:15.1
54 111 髙橋　 一寿 青森大学 学連 22:55.9 +4:16.6
55 88 正野　 貴大 神町自衛隊スキー部 山形 22:58.6 +4:19.3
56 74 柴草　 陽祐 盛岡工業高校 岩手 23:01.2 +4:21.9
57 87 田邊　　凌 青森大学 学連 23:19.3 +4:40.0
58 103 渡辺   基嗣 専修大学 学連 23:21.2 +4:41.9
59 76 久保     蓮 青森大学 学連 23:23.7 +4:44.4
60 91 小島   清雅 東洋大学 学連 23:42.9 +5:03.6
61 143 片山　 樹 専修大学 学連 23:49.5 +5:10.2
62 135 髙澤　 健 日本大学 学連 24:19.3 +5:40.0
63 137 水間　 惇平 青森大学 学連 24:20.2 +5:40.9
64 141 荻野   悠希 東洋大学 学連 24:28.2 +5:48.9
65 77 須賀　 歩夢 神奈川大学 学連 24:39.6 +6:00.3
66 73 若松　 龍貴 法政大学 学連 27:06.7 +8:27.4
67 127 金子　　巧 法政大学 学連 27:49.2 +9:09.9
68 110 工藤　 隼人 法政大学 学連 28:13.7 +9:34.4
69 140 廣江   駿 青森大学 学連 28:44.3 +10:05.0
70 78 嵐田　 拓海 大東文化大学 学連 30:41.1 +12:01.8

86 Pineyro Antonio 国際教養大学 DS
95 矢久保 大介 法政大学 学連 DS

112 宮木　　凌 日本大学 学連 DS
117 畑澤　 壱希 日本大学 学連 DS

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
74 70 0 0 4 0

技術代表 セクレタリー

金田 博文 青山　菜穂子
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都道府県
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時間差

参加者

順位 Bib 名前 所属名

秋田県スキー連盟


