
第31回　ローラースキーみや大会スタートリスト

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

1 小低女子3km 架場　小陽 かば　こはる アルコピアジュニアクロス 岐阜 2 8:30:30
2 小低女子3km 丸山　千菜実 まるやま　ちなみ 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 2 8:31:00

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

3 小低男子3km 石井　匠人 いしい　たくと ラピスレーシング 岐阜 1 8:32:00
4 小低男子3km 中畑　快大 なかはた　かいと アルコピアジュニアクロス 岐阜 2 8:32:30
5 小低男子3km 西畑　哲芯 にしはた　てっしん 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 2 8:33:00
6 小低男子3km 山田　陽遂 やまだ　ひより 富山市立福沢小学校 富山 2 8:33:30
7 小低男子3km 谷口　稜樹 たにぐち　いづき ラピスレーシング 岐阜 2 8:34:00

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

8 小中女子3km 中田 　彩恵 なかだ　さえ 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 3 8:35:00
9 小中女子3km 山本　麗心 やまもと　れこ 白嶺小学校 石川 3 8:35:30
10 小中女子3km 石井　陽菜乃 いしい　ひなの ラピスレーシング 岐阜 4 8:36:00
11 小中女子3km 西畑　奈々 にしはた　なな 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 4 8:36:30

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

12 小中男子3km 細川　陽介 ほそかわ　ようすけ 五箇山スキースポーツ少年団 富山 3 8:37:30
13 小中男子3km 板本　怜士 いたもと　れいと アルコピアジュニアクロス 岐阜 4 8:38:00
14 小中男子3km 平林　茂篤 ひらばやし　しげと 福井県スキー連盟 福井 4 8:38:30
15 小中男子3km 森下　陽斗 もりした　はると 朝日Jr.XC 岐阜 4 8:39:00

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

16 小高女子3km 山本　歩実 やまもと　あゆみ 五箇山スキースポーツ少年団 富山 6 8:40:00
17 小高女子3km 朝野　莉央 あさの　りお 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 5 8:40:30
18 小高女子3km 川久保　莉美 かわくぼ　りみ 戸狩小学校 長野 5 8:41:00
19 小高女子3km 岩本　花恋 いわもと　かれん 朝日Jr.XC 岐阜 6 8:41:30
20 小高女子3km 田中　千愛 たなか　ちさと アルコピアジュニアクロス 岐阜 6 8:42:00
21 小高女子3km 鉢蝋　ひかり はちろう　ひかり 五箇山スキースポーツ少年団 富山 6 8:42:30

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

22 小高男子3km 足立　龍人 あだち　りゅうと アルコピアジュニアクロス 岐阜 5 8:43:30
23 小高男子3km 丸山　瑛仁 まるやま　えいと 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 5 8:44:00
24 小高男子3km 木浪　玲維 きなみ　れい アルコピアジュニアクロス 岐阜 6 8:44:30
25 小高男子3km 三橋　昂生 みつはし　こうせい 朝日Jr.XC 岐阜 5 8:45:00
26 小高男子3km 宮崎　晶将 みやざき　あきまさ 五箇山スキースポーツ少年団 富山 5 8:45:30
27 小高男子3km 山本　怜旺 やまもと　れお 白嶺小学校 石川 5 8:46:00
28 小高男子3km 平澤　恢斗 ひらさわ　かいと 猿倉Jr.スポーツクラブ 富山 6 8:46:30
29 小高男子3km 太田　俊平 おおた　しゅんぺい 滋賀県スキー連盟 滋賀 6 8:47:00
30 小高男子3km 田本　智康 たもと　ともやす アルコピアジュニアクロス 岐阜 6 8:47:30
31 小高男子3km 村松　徹郎 むらまつ　てつろう 福井県スキー連盟 福井 6 8:48:00



第31回　ローラースキーみや大会スタートリスト

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

32 中学女子3km 大村　理央 おおむら　りお 滋賀県スキー連盟 滋賀 1 8:49:00
33 中学女子3km 森　優咲 もり　ゆさき 滋賀県スキー連盟 滋賀 1 8:49:30
34 中学女子3km 木谷　朋音 きたに　ともね 滋賀県スキー連盟 滋賀 2 8:50:00
35 中学女子3km 金田　千佳 かねだ　ちか 滋賀県スキー連盟 滋賀 3 8:50:30
36 中学女子3km 三橋　心音 みつはし　みお 朝日中学校 岐阜 1 8:51:00
37 中学女子3km 池田　彩乃 いけだ　あやの 愛工大名電中学校 愛知 2 8:51:30
38 中学女子3km 石田　凜々子 いしだ　りりこ 同志社女子中高スキークラブ 京都 3 8:52:00
39 中学女子3km 澤　心優 さわ　みゆう 滋賀県スキー連盟 滋賀 3 8:52:30
40 中学女子3km 安藤　雪姫 あんどう　ゆき 愛工大名電中学校 愛知 2 8:53:00
41 中学女子3km 清水　理乃 しみず　りの 鳥越中学校 石川 1 8:53:30
42 中学女子3km 中村　心遥 なかむら　こはる 滋賀県スキー連盟 滋賀 2 8:54:00
43 中学女子3km 泉本　薫 いずみもと　かおる 同志社女子中高スキークラブ 京都 3 8:54:30
44 中学女子3km 岩本　杏珠 いわもと　あんじゅ アルコピアジュニアクロス 岐阜 3 8:55:00
45 中学女子3km 水本　百香 みずもと　ももか 大沢野中学校 富山 3 8:55:30
46 中学女子3km 三橋　真歩 みつはし　まほ 朝日中学校 岐阜 3 8:56:00
47 中学女子3km 山本　蓮 やまもと　れん 白嶺中学校 石川 3 8:56:30

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

48 中学男子6km 安藤　綾晟 あんどう　りょうせい 愛工大名電中学校 愛知 1 8:57:30
49 中学男子6km 市岡　隼虎 いちおか　はやと 愛工大名電中学校 愛知 1 8:58:00
50 中学男子6km 小島　徹将 こじま　てっしょう 滋賀県スキー連盟 滋賀 1 8:58:30
51 中学男子6km 大和屋　蒼太 やまとや　そうた 愛工大名電中学校 愛知 2 8:59:00
52 中学男子6km 志村　理樹 しむら　りじゅ 滋賀県スキー連盟 滋賀 1 8:59:30
53 中学男子6km 志波　茉拓 しば　まひろ 愛工大名電中学校 愛知 2 9:00:00
54 中学男子6km 中村　柊太 なかむら　しゅうた 五箇山スキースポーツ少年団 富山 2 9:00:30
55 中学男子6km 小池　真聖 こいけ　まさと 長岡ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 新潟 3 9:01:00
56 中学男子6km 大林　慶汰 おおばやし　けいた 福井県スキー連盟 福井 1 9:01:30
57 中学男子6km 上平　崇士郎 かみひら　しゅうしろう 丹生川中学校 岐阜 1 9:02:00
58 中学男子6km 森下　大翔 もりした　ひろと 朝日中学校 岐阜 1 9:02:30
59 中学男子6km 井上　泰我 いのうえ　たいが 愛工大名電中学校 愛知 2 9:03:00
60 中学男子6km 宮崎　大輔 みやざき　だいすけ 五箇山スキースポーツ少年団 富山 2 9:03:30
61 中学男子6km 北嶋　空河 きたじま　くうが 白嶺中学校 石川 3 9:04:00
62 中学男子6km 佐藤　潤之介 さとう　じゅんのすけ 長岡ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 新潟 3 9:04:30
63 中学男子6km 安原　煌貴 やすはら　こうき 滋賀県スキー連盟 滋賀 3 9:05:00
64 中学男子6km 大林　悠汰 おおばやし　ゆうた 福井県スキー連盟 福井 1 9:05:30
65 中学男子6km 阪口　漣 さかぐち　れん 丹生川中学校 岐阜 1 9:06:00
66 中学男子6km 水本　晴貴 みずもと　はるき 大沢野中学校 富山 1 9:06:30
67 中学男子6km 山田　朝陽 やまだ　あさひ 富山市立月岡中学校 富山 1 9:07:00
68 中学男子6km 大瀬　優貴 おおせ　ゆうき 五箇山スキースポーツ少年団 富山 2 9:07:30
69 中学男子6km 太田　建悟 おおた　けんご 滋賀県スキー連盟 滋賀 2 9:08:00
70 中学男子6km 長瀬　比呂 ながせ　ひろ 朝日中学校 岐阜 2 9:08:30
71 中学男子6km 長瀬　歩歌朗 ながせ　ふうたろう 久々野中学校 岐阜 2 9:09:00
72 中学男子6km 坂詰　真吾 さかつめ　しんご 長岡ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 新潟 3 9:09:30
73 中学男子6km 徳谷　嶂睿 とくたに　みねよし 愛工大名電中学校 愛知 3 9:10:00
74 中学男子6km 山口　二源 やまぐち　じげん 白嶺中学校 石川 3 9:10:30
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No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

75 高校女子6km 藤室　雪花 ふじむろ　ゆきか 同志社女子中高スキークラブ 京都 1 9:11:30
76 高校女子6km 土居　小祐理 どい　さゆり 同志社女子中高スキークラブ 京都 2 9:12:00
77 高校女子6km 梅脇　愛子 うめわき　あいこ 同志社女子中高スキークラブ 京都 2 9:12:30
78 高校女子6km 大瀬　千恵美 おおせ　ちえみ 南砺平高校 富山 2 9:13:00
79 高校女子6km 瀨川　捺稀 せがわ　なつき 名城大学附属高等学校 愛知 2 9:13:30
80 高校女子6km 落合　珠央 おちあい　みお 同志社女子中高スキークラブ 京都 2 9:14:00
81 高校女子6km 久田　子寧 ひさだ　ねね 名城大学附属高等学校 愛知 2 9:14:30
82 高校女子6km 青井　未来 あおい　みく 滋賀県スキー連盟 滋賀 3 9:15:00
83 高校女子6km 中村　心音 なかむら　ここね 京都光華高校 京都 3 9:15:30
84 高校女子6km 宮崎　美樹 みやざき　みき 南砺平高校 富山 3 9:16:00
85 高校女子6km 山本　茉那 やまもと　まな 暁高等学校 三重 3 9:16:30

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

86 成年女子6km 漆畑　由紀子 うるしばた　ゆきこ ミブラXC-SKI 長野 9:17:30
87 成年女子6km 寺島　らな てらしま　らな アルコピアジュニアクロス 岐阜 9:18:00
88 成年女子6km 中澤　恵 なかざわ　けい 長岡ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 新潟 9:18:30
89 成年女子6km 中原　あかり なかはら　あかり 滋賀県スキー連盟 滋賀 9:19:00
90 成年女子6km 山腰　華奈 やまこし　かな アルコピアSC 岐阜 9:19:30

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

91 成年男子2部6km 江畑　邦明 えばた　くにあき 金森スポーツRT 愛知 9:20:30
92 成年男子2部6km 山田　英徳 やまだ　ひでのり 金森スポーツRT 愛知 9:21:00
93 成年男子2部6km 伊藤　雅章 いとう　まさあき チームクロス 大阪 9:21:30
94 成年男子2部6km 高橋　亮平 たかはし　りょうへい 岐阜県 岐阜 9:22:00
95 成年男子2部6km 佐藤　圭一 さとう　けいいち 金森スポーツRT 愛知 9:22:30
96 成年男子2部6km 桜田　孝 さくらだ　たかし ミブラXC-SKI 長野 9:23:00
97 成年男子2部6km 西村　潤一 にしむら　じゅんいち 石川XCD 石川 9:23:30
98 成年男子2部6km 谷口　清和 たにぐち　きよかず ラピスレーシング 岐阜 9:24:00
99 成年男子2部6km 田中　陽介 たなか　ようすけ モンデウススキー 岐阜 9:24:30

100 成年男子2部6km 林田　勝裕 はやしだ　かつひろ ファーストレーシング 滋賀 9:25:00
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No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

101 高校男子9km 坂野　佑樹 ばんの　ゆうき 愛工大名電高校 愛知 1 9:26:00
102 高校男子9km 大石　旬哉 おおいし　しゅんや 愛工大名電高校 愛知 2 9:26:30
103 高校男子9km 中野　惺琉 なかの　せいりゅう 愛工大名電高校 愛知 2 9:27:00
104 高校男子9km 小島　諄大 こじま　あつひろ 愛工大名電高校 愛知 2 9:27:30
105 高校男子9km 竹林　空良 たけばやし　そら 名城大学附属高等学校 愛知 2 9:28:00
106 高校男子9km 渕田　大翔 ふちた　やまと 滋賀県スキー連盟 滋賀 2 9:28:30
107 高校男子9km 杉本　槙作 すぎもと　しんさく 愛工大名電高校 愛知 3 9:29:00
108 高校男子9km 清水　太一 しみず　たいち 三重県 三重 1 9:29:30
109 高校男子9km 石黒　太誠 いしぐろ　たいせい 名城大学附属高等学校 愛知 2 9:30:00
110 高校男子9km 菊池　隆世 きくち　りゅうせい 愛工大名電高校 愛知 2 9:30:30
111 高校男子9km 竹内　享汰 たけうち　きょうた 福井県スキー連盟 福井 2 9:31:00
112 高校男子9km 中井　煌 なかい　こう 岐阜県立高山工業高等学校 岐阜 2 9:31:30
113 高校男子9km 早川 　元希 はやかわ　げんき 海星高等学校 三重 2 9:32:00
114 高校男子9km 山口　瑠星 やまぐち　りゅうせい 滋賀県スキー連盟 滋賀 3 9:32:30

No. 部　門 氏　名 ふりがな 所　属 県名 学年 出走時刻

115 成年男子1部9km 竹原　義之 たけはら　よしゆき T.A.C Ski Team 富山 9:33:30
116 成年男子1部9km 宇田　崇二 うだ　たかつぐ 福井県スキー連盟 福井 9:34:00
117 成年男子1部9km 島田　正叡 しまだ　まさとし 立野ヶ原SC 富山 9:34:30
118 成年男子1部9km 野崎　豪 のざき　ごう 滋賀県スキー連盟 滋賀 9:35:00
119 成年男子1部9km 長谷川　貴宏 はせがわ　たかひろ 長岡ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 新潟 9:35:30
120 成年男子1部9km 波多野　一馬 はたの　かずま 東海理化スキー部 愛知 9:36:00
121 成年男子1部9km 姫野　大地 ひめの　だいち 金森スポーツRT 愛知 9:36:30
122 成年男子1部9km 宮木　凌 みやき　りょう T.A.C Ski team 富山 9:37:00
123 成年男子1部9km 清水　康平 しみず　こうへい T.A.C Ski team 富山 9:37:30
124 成年男子1部9km 成瀬　開地 なるせ　かいち 岐阜日野自動車SC 岐阜 9:38:00


返信システムがこの値を更新しました。


