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2016 FISCHER CUP 第20回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2016.12.26

開始時刻10:05　終了時刻10:27

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=3km）

公　式　成　績　表北海道／士別市朝日町

朝日クロスカントリースキーコース 中学生女子の部　個人競技

栃谷 和 鷹栖中学校 中学生女子1331 0:10:14.1 0:00:00.0
1306632

栃谷 天寧 鷹栖中学校 中学生女子1312 0:10:27.8 +0:00:13.7
1307818

小足 さくら 東神楽中学校 中学生女子1293 0:10:50.2 +0:00:36.1
1306627

谷口 愛実 当麻中学校 中学生女子1324 0:11:00.5 +0:00:46.4
1306629

宮木 真帆 大沢野中学校 中学生女子1285 0:11:14.2 +0:01:00.1
1306502

谷口 結 赤井川中学校 中学生女子1236 0:11:23.9 +0:01:09.8
1307272

照井 咲頼 鷹栖中学校 中学生女子1307 0:11:26.5 +0:01:12.4
1306631

髙松 花乃 赤井川中学校 中学生女子1208 0:11:31.4 +0:01:17.3
1307271

佐々木美紗 倶知安中学校 中学生女子1229 0:11:40.5 +0:01:26.4
1306760

福田 雅 赤井川中学校 中学生女子12610 0:11:41.5 +0:01:27.4
1306778

松村 美緒 和寒中学校 中学生女子12411 0:11:43.8 +0:01:29.7
1306684

三橋 桃子 北広島西部中学校 中学生女子11812 0:11:46.5 +0:01:32.4
1307335

谷口 聖実 当麻中学校 中学生女子11113 0:12:04.3 +0:01:50.2
1307816

佐藤 花 ふらのＸＣ 中学生女子10914 0:12:06.0 +0:01:51.9
1307344

谷水 七彩 鷹栖中学校 中学生女子11215 0:12:36.1 +0:02:22.0
1307817

小瀬 那月 ふらのＸＣ 中学生女子11616 0:12:37.6 +0:02:23.5
1306578

多賀 那奈 上滝中学校 中学生女子12517 0:12:41.8 +0:02:27.7
1307018

坂 菜月 ふらのＸＣ 中学生女子11318 0:12:48.1 +0:02:34.0
1307343

鬼頭 くるみ 和寒中学校 中学生女子11719 0:12:49.9 +0:02:35.8
1306683

山内 美佳 福井県ｽｷｰ連盟 中学生女子12720 0:12:53.2 +0:02:39.1
1306170

渡辺 葵 ふらのＸＣ 中学生女子10221 0:12:55.6 +0:02:41.5
1307919

石田 なつみ 当麻中学校 中学生女子10822 0:13:11.2 +0:02:57.1
1307289

太田 結希 ふらのＸＣ 中学生女子10623 0:13:30.5 +0:03:16.4
1307342

打本 萌生 麓郷中学校 中学生女子10424 0:13:49.2 +0:03:35.1
1000168

小林 雛乃 鷹栖中学校 中学生女子10725 0:14:04.8 +0:03:50.7
1307812

明瀬 七海 平中学校 中学生女子11926 0:14:09.5 +0:03:55.4
1306503

山原 唯 鷹栖中学校 中学生女子10127 0:14:26.0 +0:04:11.9
1307821

髙橋 夢月 上川中学校 中学生女子10328 0:14:56.9 +0:04:42.8

久保 音乃 平中学校 中学生女子10529 0:15:09.6 +0:04:55.5
1307800

湯浅 花音 大沢野中学校 中学生女子12130 0:15:20.0 +0:05:05.9
1307849

丘村 加名 平中学校 中学生女子11431 0:15:29.5 +0:05:15.4

三森 結葉 上滝中学校 中学生女子11532 0:15:54.4 +0:05:40.3
1307019

生田 ひとみ 平中学校 中学生女子11033 0:16:59.6 +0:06:45.5
1307796
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気象情報 競技情報

時刻 天候
温度[℃]

気温 雪温
湿度
[％]

風速
[m/s] ｴﾝﾄﾘｰ

競技者[人]
ｽﾀｰﾄ 順位取得

09:30 曇 -1.0 -1.0 90.0 1.0 33 33 33東

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

高畠　啓博

穴田　義文

長南　広基
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