
南砺平高校スキー部（クロスカントリー）平成２８年度成績 

 

 

クロスカントリー国際公認レース 男子１５㎞フリー１８歳以下の部 

優勝 山下 陽暉 

 

第３４回全日本クロスカントリー音威子府大会 

高校男子１０㎞クラシカル                優勝 山下 陽暉 

高校男子１０㎞フリー                  ３位 山下 陽暉 

 

第７８回富山県スキー選手権大会 

【クロスカントリー】 

男子１０㎞フリー                    優勝 山下 陽暉 

７位 甫天 洸介 

１９位 細川 裕太 

２０位 小千田佳樹 

３３位 前川 稜斗 

女子５㎞フリー                     ３位 水口 珠寿 

７位 中井 柊花 

                           １３位 石井こはる 

                           １５位 上坂 晏未 

男子１０㎞クラシカル                  優勝 山下 陽暉 

８位 甫天 洸介 

１０位 細川 裕太 

２４位 小千田佳樹 

４２位 前川 稜斗 

女子５㎞クラシカル                   ３位 水口 珠寿 

４位 中井 柊花 

                           １５位 石井こはる 

                           １７位 上坂 晏未   

男子４０㎞（４×１０）リレー       ２位 小千田・細川・甫天・山下 

女子１５㎞（３×５）リレー            １位 水口・中井・石井 

 

富山県高校総体スキー競技会 兼 第６６回全国高校スキー大会富山県予選 

【クロスカントリー】 

男子１０㎞フリー                    ２位 甫天 洸介 



５位 小千田佳樹 

８位 細川 裕太 

１２位 前川 凌斗 

女子５㎞フリー                     ２位 水口 珠寿 

３位 中井 柊花 

６位 石井こはる 

７位 上坂 晏未 

８位 北山 亜希 

男子１０㎞クラシカル                  優勝 山下 陽暉 

                            ６位 甫天 洸介 

                            ７位 小千田佳樹 

                            ８位 細川 裕太 

１３位 前川 稜斗 

女子５㎞クラシカル                   ４位 水口 珠寿 

５位 中井 柊花 

６位 上坂 晏未 

７位 石井こはる 

８位 北山 亜希 

男子４０㎞リレー             ２位 小千田・細川・甫天・前川 

女子１５㎞リレー                 優勝 石井・上坂・水口 

学校対抗 

男子                         ２位 南砺平６４点 

女子                         １位 南砺平３４点 

 

第７０回富山県民体育大会冬季大会スキー競技会 

【クロスカントリー】 

少年男子１０㎞クラシカル                優勝 山下 陽暉 

                            ３位 甫天 洸介 

少年女子５㎞クラシカル                 ２位 水口 珠寿 

少年男子３×１０㎞リレー            ２位 山下・甫天・小千田 

少年女子３×５㎞リレー              優勝 石井・上坂・北山 

 

常陸宮賜杯第６７回中部日本スキー大会 

【クロスカントリー】   

少年男子１０ｋｍクラシカル               ９位 小千田佳樹  

１３位 甫天 洸介 



少年女子５ｋｍクラシカル                ４位 中井 柊花 

  ６位 水口 珠寿 

少年男子１０ｋｍフリー                  ７位 甫天 洸介 

 １０位 小千田佳樹 

少年女子５ｋｍフリー                  ４位 中井 柊花   

５位 水口 珠寿 

 

第９５回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 

男子１・３ｋｍスプリントフリー            ７８位 甫天 洸介 

                           ８２位 細川 裕太 

女子１・３ｋｍスプリントフリー            ４６位 中井 柊花 

                           ４９位 水口 珠寿 

男子６×１・３ｋｍチームスプリントクラシカル     ３４位 甫天 洸介 

                               細川 裕太 

女子６×１・３ｋｍチームスプリントクラシカル     １４位 水口 珠寿 

                               中井 柊花 

女子スキーアスロン５ｋｍＣ×５ｋｍＦ         ２４位 水口 珠寿 

 

２０１７ノルディックスキー世界ジュニア選手権 

スプリント・クラシカル                ５５位 山下 陽暉 

男子１０ｋｍフリー                  ５４位 山下 陽暉 

距離複合                       ３４位 山下 陽暉 

 

平成２８年度全国高等学校総合体育大会 第６６回全国高等学校スキー大会 

男子１０ｋｍフリー                  ４２位 甫天 洸介   

７８位 小千田佳樹 

                           ９４位 細川 裕太   

女子５ｋｍフリー                   ２４位 中井 柊花   

５０位 水口 珠寿 

                           ６７位 石井こはる 

男子１０ｋｍクラシカル                ７３位 甫天 洸介   

８０位 小千田佳樹 

                          １２０位 細川 裕太 

女子５ｋｍクラシカル                 ４５位 中井 柊花   

５６位 水口 珠寿 

                           ９２位 上坂 晏未 



男子１０ｋｍ×４リレー         １９位 甫天・細川・小千田・前川 

女子５ｋｍ×３リレー              １３位 水口・中井・石井 

 

第７２回国民体育大会冬季大会ながの銀嶺国体 

少年男子１０ｋｍクラシカル              １１位 山下 陽暉 

                           ７０位 甫天 洸介 

少年女子５ｋｍクラシカル               ４０位 水口 珠寿 

少年男子４×１０ｋｍリレー（フリー）   ８位 富山県 ３走 山下 陽暉 

 

第２９回全国高等学校選抜スキー大会 

男子１・２ｋｍスプリント予選              ８位 山下 陽暉 

                           ７４位 小千田佳樹     

                           ８１位 甫天 洸介 

男子１・２ｋｍスプリント               １６位 山下 陽暉 

女子１・２ｋｍスプリント予選             ３５位 中井 柊花 

                           ６１位 水口 珠寿   

男子１０ｋｍフリー                   ４位 山下 陽暉 

                           ５１位 甫天 洸介 

                           ６５位 小千田佳樹 

女子５ｋｍフリー                   ３３位 中井 柊花 

                           ５１位 水口 珠寿 

男子１５ｋｍクラシカル                 ４位 山下 陽暉 

女子１０ｋｍクラシカル                ５１位 水口 珠寿                                     

 

JOC２０１７ジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアスキー選手権大会 

男子１０ｋｍフリー                   ４位 山下 陽暉 

            

４８位 小千田佳樹 

６８位 甫天 洸介 

                           １５７位 細川 裕太 

女子５ｋｍフリー                    ５１位 中井 柊花 

                            ７４位 水口 珠寿 

男子１０ｋｍクラシカル                  ４位 山下 陽暉  

                            ７４位 小千田佳樹 

                            ８０位 甫天 洸介 

                           １２４位 細川 裕太 



女子５ｋｍクラシカル                  ６９位 中井 柊花                                  

                            ９９位 水口 珠寿 

 

第９５回全日本スキー選手権大会 

〔スプリント・チームスプリント・スキーアスロン〕1/27～1/29 

                     会場：新潟県十日町吉田クロスカントリー競技場 

  男子１．３ｋｍスプリントフリー      ７８位 甫天 洸介  ８２位 細川 裕太 

  男子６×１．３ｋｍチームスプリント    ３４位 甫天・細川 

  女子１．３ｋｍスプリントフリー      ４６位 中井 柊花  ４９位 水口 珠寿 

  女子６×１．３ｋｍチームスプリント    １４位 水口・中井 

  女子スキーアスロン            ２４位 水口 珠寿   

 

〔リレー・ディスタンス種目〕 

                会場：北海道音威子府村チセネシリクロスカントリーコース 

  男子１５ｋｍフリー            １９位 山下 陽暉   

  男子４×１０ｋｍリレー          １８位 山下・甫天・小千田・細川 

  女子１０ｋｍフリー            ４６位 水口 珠寿 

 

 

富山県教育功労 優良体育スポーツ活動推進者 

山下 陽暉 

 

富山県体育協会２０１６年度 特別表彰 

山下 陽暉 

 

富山県高校体育連盟   

特別表彰                           山下 陽暉 

一般表彰                           甫天 洸介 

                               中井 柊花 

 

 


