
スタートリスト

予選 中学男子 1.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:00

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  標高差 16m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  極限登高標高差 12m 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  合計登高 32m 

 Jury 後藤 忍 妙高SK  全長 1.5km 

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK  周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

1 桑山 尭士(1) 妙高高原ジュニアスキー育 9:00:15

2 宮下 幸大(1) 妙高高原ジュニアスキー育 9:00:30

3 竹内 颯汰(1) 中郷中学校 9:00:45

4 宮下 日生(3) 妙高高原ジュニアスキー育 9:01:00

5 田中 晟悟(1) 矢代JSC 9:01:15

6 相浦 友哉(1) 中郷中学校 9:01:30

7 米川 颯真(2) 牧XC 9:01:45

8 池田 陽介(3) 妙高高原ジュニアスキー育 9:02:00
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第32回 

妙高スピードクロスカントリー競技大会 

後援：妙高市教育委員会 妙高スポーツ協会 妙高ジュニアスキー育成会 NPO法人ふるさとづくり妙高 

協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

予選 中学女子 1.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:05

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  標高差 16m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  極限登高標高差 12m 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  合計登高 32m 

 Jury 後藤 忍 妙高SK  全長 1.5km 

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK  周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

11 野呂 梨渚奈(2) 妙高高原ジュニアスキー育 9:05:15

12 岡田 千穂(1) 中郷中学校 9:05:30

13 相浦 依莉紗(1) 矢代JSC 9:05:45

14 齊木 愛音(1) 妙高中学校 9:06:00

15 岡田 七海(3) 妙高高原ジュニアスキー育 9:06:15
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第32回 

妙高スピードクロスカントリー競技大会 

後援：妙高市教育委員会 妙高スポーツ協会 妙高ジュニアスキー育成会 NPO法人ふるさとづくり妙高 

協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

予選 5・6年男子 1.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:10

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  標高差 16m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  極限登高標高差 12m 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  合計登高 32m 

 Jury 後藤 忍 妙高SK  全長 1.5km 

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK  周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

21 齊藤 天晟(5) 矢代JSC 9:10:15

22 内田 仁(5) 妙高小学校 9:10:30

23 額賀 隆之介(5) 矢代JSC 9:10:45

24 加藤 陽斗(5) 中郷小学校 9:11:00

25 田中 航介(5) 妙高高原南小学校 9:11:15

26 齊木 奏斗(5) 妙高小学校 9:11:30

27 小林 大真(6) 妙高高原南小学校 9:11:45

28 梨本 柊羽(6) 牧XC 9:12:00

29 野呂 悠惺(5) 妙高高原南小学校 9:12:15

30 平井 絆斗(5) 中郷小学校 9:12:30

31 川久保 敢太(6) 妙高高原南小学校 9:12:45

32 小出 悠雅(6) 妙高小学校 9:13:00

33 坪内 樹希(5) 矢代JSC 9:13:15

34 宮下 慶(6) 妙高小学校 9:13:30

35 南雲 晴陽(6) 牧XC 9:13:45

36 岡田 綾汰(6) 矢代JSC 9:14:00

37 小野 慧真(6) 妙高小学校 9:14:15

38 野本 咲翔(6) 下早川小学校 9:14:30

39 丸山 雄雅(5) 中郷小学校 9:14:45

40 南雲 朝陽(6) 牧XC 9:15:00

41 竹田 葵(6) 妙高高原南小学校 9:15:15
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第32回 

妙高スピードクロスカントリー競技大会 

後援：妙高市教育委員会 妙高スポーツ協会 妙高ジュニアスキー育成会 NPO法人ふるさとづくり妙高 

協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

予選 5・6年女子 1.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:20

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  標高差 16m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  極限登高標高差 12m 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  合計登高 32m 

 Jury 後藤 忍 妙高SK  全長 1.5km 

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK  周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

51 吉田 衣千花(5) 中郷小学校 9:20:15

52 望月 愛緒(5) 妙高小学校 9:20:30

53 横山 美緒(5) 妙高高原南小学校 9:20:45

54 服部 玲菜(6) 中郷小学校 9:21:00

55 松澤 にこり(5) 下早川小学校 9:21:15

56 駒村 幸(5) 妙高高原南小学校 9:21:30

57 五十嵐 桃花(5) 下早川小学校 9:21:45

58 岡田 結(6) 中郷小学校 9:22:00

59 関原 瑠菜(5) 妙高小学校 9:22:15

60 池田 咲希(6) 妙高高原北小学校 9:22:30

61 永井 そら(6) 矢代JSC 9:22:45
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妙高スピードクロスカントリー競技大会 

後援：妙高市教育委員会 妙高スポーツ協会 妙高ジュニアスキー育成会 NPO法人ふるさとづくり妙高 

協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

予選 3・4年男子 1.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:25

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  標高差 16m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  極限登高標高差 12m 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  合計登高 32m 

 Jury 後藤 忍 妙高SK  全長 1.5km 

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK  周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

71 古川 吏亜斗(3) 妙高小学校 9:25:15

72 服部 瑛太(4) 中郷小学校 9:25:30

73 望月 慶人(3) 妙高小学校 9:25:45

74 竹田 渉祐(4) 妙高高原南小学校 9:26:00

75 加藤 煌祐(3) 妙高小学校 9:26:15

76 内山 翔矢(4) 中郷小学校 9:26:30

77 野呂 琉也(3) 妙高高原南小学校 9:26:45

78 田中 丈太郎(4) 新井小学校 9:27:00

79 小野 良悠(3) 妙高小学校 9:27:15

80 吉田 善(4) 妙高高原北小学校 9:27:30

81 内田 理翔(3) 矢代JSC 9:27:45

82 藤村 龍之介(4) 妙高小学校 9:28:00

83 内山 龍希(4) 中郷小学校 9:28:15

84 竹田 健太郎(4) 妙高高原南小学校 9:28:30
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妙高スピードクロスカントリー競技大会 

後援：妙高市教育委員会 妙高スポーツ協会 妙高ジュニアスキー育成会 NPO法人ふるさとづくり妙高 

協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

予選 3・4年女子 1.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:30

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  標高差 16m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  極限登高標高差 12m 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  合計登高 32m 

 Jury 後藤 忍 妙高SK  全長 1.5km 

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK  周回 1 

 コース公認No. SAJ05-CC-25/97 

91 古平 理乃(4) 妙高高原南小学校 9:30:15

92 宮下 幸那(3) 妙高高原南小学校 9:30:30

93 相浦 菜摘(4) 中郷小学校 9:30:45

94 五十嵐 あかり(3) 下早川小学校 9:31:00

95 田中 心穏(3) 矢代JSC 9:31:15

96 横山 美紀(3) 妙高高原南小学校 9:31:30

97 梨本 のあ(4) 牧XC 9:31:45

98 岡田 美璃(4) 妙高高原南小学校 9:32:00
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妙高スピードクロスカントリー競技大会 

後援：妙高市教育委員会 妙高スポーツ協会 妙高ジュニアスキー育成会 NPO法人ふるさとづくり妙高 

協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

1・2年男子 1.0 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 09:45

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  スタート標高 736m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  全長 1km 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  周回 1 

 Jury 後藤 忍 妙高SK

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK

101 吉田 喜春(2) 中郷小学校 9:45:00

102 荒川 肇(2) 中郷小学校 9:45:00

103 坂田 覚磨(2) 中郷小学校 9:45:00

104 渡辺 詩太(2) 中郷小学校 9:45:00

105 服部 優翔(1) 中郷小学校 9:45:00

106 山井 キャメロン(1) 妙高高原南小学校 9:45:00
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協力：新赤倉スキークラブ 



スタートリスト

1・2年女子 1.0 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2023/03/12 開始時間 10:00

 技術代表 山川 尚 新赤倉  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

 競技委員長 清水 直春 妙高SK  スタート標高 736m 

 コース係長 山下 啓輔 妙高SK  全長 1km 

 Jury 齋木 直樹 妙高SK  周回 1 

 Jury 後藤 忍 妙高SK

 Jury 霜鳥 睦夫 妙高SK

111 田中 紗和(2) 新井小学校 10:00:00

112 丸山 伶央奈(2) 中郷小学校 10:00:00

113 松澤 糸(2) 下早川小学校 10:00:00

114 竹田 莉菜(2) 妙高高原南小学校 10:00:00

115 齊藤 葵衣(2) 矢代JSC 10:00:00
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妙高スピードクロスカントリー競技大会 
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