
第69回中部日本スキー大会　愛知県予選

クラシカル競技 会場：長野県野沢温泉南原クロスカントリーコース 平成31年1月5日

11:05 競技開始　14:10 競技終了　天気 雪　気温 2℃　雪温 -3℃

部門 組別 距離 氏　名 所　属 所要時間 順位

男子B 26歳以上 10K 加野 雅士 豊田自動織機 40:20.3 1

姫野 大地 金森ＲＴ 41:30.0 2

男子A 18歳以上 10K 高橋 和希 トヨタ自動車 34:41.9 1

清水 佳祐 トヨタ自動車 38:13.5 2

竹谷 圭祐 金森ＲＴ 43:43.9 3

河本 　昂 名城大学 46:42.6 4

女子C 30歳以上 5K 月ヶ瀬 あずさ 豊田中央研究所 37:54.0 1

男子 中学 5K 山田 理仁 東海中３年 21:15.5 1

川口 海瑠 名電中学３年 21:30.1 2

陸田 俊光 名電中学２年 21:31.5 3

築山 　響 名電中学２年 22:10.4 4

山田 敏晴 東海中３年 24:13.2 5

上野 敦史 東海中２年 25:26.8 6

三輪 桂資 東海中３年 26:04.8 7

小島 諄大 名電中学１年 26:16.5 8

山本 祥太郎 東海中１年 26:53.6 9

菊池 隆世 名電中学１年 27:57.0 10

弘田 万葉 名電中学１年 28:55.9 11

佐久間 雄大 東海中１年 35:55.5 12

男子E 55歳以上 5K 関原 好明 トヨタ自動車 21:45.5 1

谷口 博幸 中部電力愛知 22:35.1 2

尾関 　仁 金森ＲＴ 27:03.9 3

井上 範夫 金森ＲＴ DS

男子D 45歳以上 5K 林田 勝裕 金森ＲＴ 22:50.6 1

小島 　崇 豊田中央研究所 26:55.8 2

月ヶ瀬 守 とぼね 32:09.9 3

柳　 高志 金森ＲＴ DS

國井 克己 金森ＲＴ DS

男子C 34歳以上 5K 谷地 博幸 トヨタ自動車 21:04.1 1

武藤 友二 金森ＲＴ 36:13.1 2

仲　 隆之 東海スキー研究所 37:54.2 3



第69回中部日本スキー大会　愛知県予選

クラシカル競技 会場：長野県野沢温泉南原クロスカントリーコース 平成31年1月5日

14:00 競技開始　15:30 競技終了　天気 晴れ　気温 3℃　雪温 -2℃

部門 組別 距離 氏　名 所　属 所要時間 順位

女子 少年 5K 杉本 名香実 名城附高２年 26:23.9 1

梶野 　愛 名城附高１年 28:34.2 2

安藤 香友希 名城附高１年 29:08.8 3

男子 少年 10K 曽根 崚太 愛工大名電高２年 35:22.2 1

吉田 　駿 東海高２年 37:18.4 2

林田 直樹 愛産大工高２年 38:54.5 3

土屋 僚輝 東海高１年 39:01.6 4

佐藤 丈瑠 東海高１年 40:14.0 5

五十嵐 悠 東海高１年 40:15.1 6

魚住 宗一郎 東海高２年 40:19.6 7

都築 玲央斗　 愛工大名電高１年 42:48.5 8

山田 　翔 名城附高２年 43:14.8 9

伊藤 悠祐 名城附高２年 43:50.9 10

浜田 将太 東海高２年 44:52.9 11

赤尾 太輔 東海高１年 46:01.4 12

長瀬 悠太 名城附高１年 46:43.4 13

高田 芳樹 名城附高１年 48:41.1 14



第69回中部日本スキー大会　愛知県予選

フリー競技 会場：長野県野沢温泉南原クロスカントリーコース 平成31年1月6日

10:00 競技開始　11:10 競技終了　天気 雪　気温 2℃　雪温 -2℃

部門 組別 距離 氏　名 所　属 タイム 順位

女子 少年 5K 杉本 名香実 名城附高２年 24:39.8 1

安藤 香友希 名城附高１年 25:56.6 2

梶野 　愛 名城附高１年 26:30.9 3

男子 少年 10K 曽根 崚太 愛工大名電高２年 33:05.7 1

林田 直樹 愛産大工高２年 35:58.1 2

吉田 　駿 東海高２年 36:26.9 3

五十嵐 悠 東海高校１年 36:45.4 4

土屋 僚輝 東海高校１年 37:08.6 5

佐藤 丈瑠 東海高校１年 37:29.3 6

繰り上げ 1 魚住 宗一郎 東海高校２年 38:09.1 7

2 伊藤 悠祐 名城附高２年 40:27.9 8

3 長瀬 悠太 名城附高１年 41:11.4 9

4 都築 玲央斗　 愛工大名電高１年 41:16.3 10

5 浜田 将太 東海高校２年 41:22.9 11

6 赤尾 太輔 東海高校１年 41:27.1 12

高田 芳樹 名城附高１年 45:16.0 13

山田 　翔 名城附高２年 48:04.6 14

男子B 26歳以上 10K 姫野 大地 金森ＲＴ 37:37.1 1

加野 雅士 豊田自動織機 DS

男子A 18歳以上 10K 高橋 和希 トヨタ自動車 33:29.0 1

竹谷 圭祐 金森ＲＴ 36:55.0 2

清水 佳祐 トヨタ自動車 37:01.0 3

河本 　昂 名城大学 42:08.2 4



第69回中部日本スキー大会　愛知県予選

フリー競技 会場：長野県野沢温泉南原クロスカントリーコース 平成31年1月6日

10:00 競技開始　11:10 競技終了　天気 雪　気温 2℃　雪温 -2℃

部門 組別 距離 氏　名 所　属 タイム 順位

女子 30歳以上 5K 月ヶ瀬 あずさ 豊田中央研究所 36:43.0 1

男子 中学 5K 川口 海瑠 名電中学３年 19:15.2 1

山田 理仁 東海中３年 19:26.1 2

築山 　響 名電中学２年 19:49.2 3

陸田 俊光 名電中学２年 20:15.7 4

上野 敦史 東海中２年 21:12.6 5

三輪 桂資 東海中３年 21:13.0 6

山田 敏晴 東海中３年 22:38.7 7

山本 祥太郎 東海中１年 23:54.5 8

菊池 隆世 名電中学１年 25:33.4 9

小島 諄大 名電中学１年 28:52.5 10

弘田 万葉 名電中学１年 30:21.3 11

佐久間 雄大 東海中１年 34:22.6 12

男子E 55歳以上 5K 関原 好明 トヨタ自動車 19:33.3 1

谷口 博幸 中部愛知 20:35.2 2

尾関 　仁 金森ＲＴ DS

井上 範夫 金森ＲＴ DS

男子D 45歳以上 5K 林田 勝裕 金森ＲＴ 19:09.0 1

柳　 高志 金森ＲＴ 19:32.8 2

小島 　崇 豊田中央研究所 24:18.3 3

月ヶ瀬 守 とぼね 26:50.0 4

國井 克己 金森ＲＴ DS

男子C 34歳以上 5K 谷地 博幸 トヨタ自動車 19:50.1 1

仲　 隆之 東海スキー研究会 28:47.1 2

武藤 友二 金森ＲＴ 40:44.1 3


