
【女子３×３ｋｍリレー】
① 草津中学校 23:58.7
② 片品中学校 25:42.4
【男子３×５ｋｍリレー】
① 片品中学校 1　高橋　賢太　　2　大木　俊汰　　3　萩原　来人 55:14.7
② 藤原中学校 1　吉野 憲汰　　 2　濱名　朋哉　　3　林　　涼太 59:12.5
【女子総合成績】
 ①　草津中学校　34点　　②　片品中学校　28点　　②　水上中学校　　15点
【男子総合成績】
 ①　片品中学校　45点　　②　草津中学校　25点　　③　嬬恋中学校　　18点

　期　日　　令和２年2月5日～8日
　会　場　　アルペン競技　　　 　　　長野県野沢温泉村 　野沢温泉スキー場　　　　　 
　　    　　クロスカントリー競技　　 長野県野沢温泉村　 オリンピックスポーツパーク
　　　　　　ジャンプ                 長野県野沢温泉村 　野沢温泉シャンツェ　　　　 　 
【男子スラローム】
3 中島　崇秀 水上中 25 川上　勇貴 伊勢崎三中
28 五十嵐瑞希 みずき中 39 幾島　楓太 草津中

ＣＵＴ 中村　太空 嬬恋中 ＣＵＴ 大島　颯音 沼田中
DF 星野　翔飛 片品中 DF 笠原　綾馬 片品中
【女子スラローム】
12 吉田　梓乃 水上中 CUT 阿部　柚乃 水上中
CUT 澤口　茉由 月夜野中 DF 梅澤　眞心 片品中
DF 田邊　瑠南 片品中 DF 伊能　百香 群大附属中
【男子ジャイアントスラローム】
13 中島　崇秀 水上中 26 星野　雄聖 片品中
36 中村　和実 沼田西中 61 星野　翔飛 片品中
ＤＦ 笠原　綾馬 片品中
【女子ジャイアントスラローム】
28 萩原　柚夏 片品中 28 吉田　梓乃 水上中
56 梅澤　眞心 片品中 62 熊田　歩華 群大附属中
65 清水　　陽 嬬恋中 82 阿部　柚乃 水上中
【男子クラシカル5km】
57 高橋 賢太 片品中 90 宮崎  大翔 嬬恋中
97 セイラー舞空 草津中 97 干川  清矢 嬬恋中
128 大木 俊汰 片品中 140 吉野  憲汰 藤原中
【女子クラシカル2.5km】
43 花岡 桂名 草津中 56 鈴木    華 草津中
63 村田 夕夏 草津中 68 大塚弓生奈 草津中
74 高橋 優菜 片品中 79 鏑木    葵 片品中
81 入澤 怜美 片品中
【男子フリー5km】
69 高橋　賢太 片品中 85 干川 清矢 嬬恋中
92 宮崎 大翔 嬬恋中 113 セイラー舞空 草津中
129 吉野 憲汰 藤原中 141 大木 俊汰 片品中
【女子フリー2.5km】
57 花岡 桂名 草津中 75 大塚弓生奈 草津中
76 村田 夕夏 草津中 80 高橋 優菜 片品中
87 鈴木   華 草津中 88 鏑木   葵 片品中
【男子リレー】　 雪不足のため中止
【女子リレー】　 雪不足のため中止

44 中島　宰 草津中

14 小林　明香里 草津中

42 中島　宰 草津中 44 小林　明香里 草津中

　期　日　　令和2年2月25日（ＡＬ）　2月12日（ＣＣ）

　　　　　　クロスカントリー競技　草津音楽の森クロスカントリーコース
【ＡＬ】

【男子クロスカントリー　クラシカル4.5ｋｍ】
① 宮崎  大翔 嬬恋中 ② 干川  清矢 嬬恋中
③ セイラー舞空 草津中 ④ 吉野  憲汰 藤原中
⑤ 大木  俊汰 片品中 ⑥ 星野  夢生 片品中
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　会　場　　アルペン競技　　　 　 宝台樹スキー場　　白樺コース

【スペシャルジャンプ男子＝ＨＳ61ｍ】
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【ノルデックコンバインド＝5ｋｍ】

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
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