
氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

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10:21　終了時刻10:59

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=5km）

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 中学生男子の部　個人競技

細川 徹哉 神居東中学校 中学生男子2631 0:15:36.7 0:00:00.0
1306636

戸松 秀斗 神居東中学校 中学生男子2582 0:15:39.0 +0:00:02.3
1306633

藤本 航平 札幌東白石中学校 中学生男子2653 0:15:45.8 +0:00:09.1
1306686

富田 征樹 東神楽中学校 中学生男子2534 0:16:00.1 +0:00:23.4
1306634

稲田 貴 当麻中学校 中学生男子2615 0:16:03.2 +0:00:26.5
1307290

松田 裕士 東神楽中学校 中学生男子2516 0:16:05.0 +0:00:28.3
1306639

工藤 大空 赤井川中学校 中学生男子2677 0:16:05.2 +0:00:28.5
1307350

花田 樹 大沢野中学校 中学生男子2668 0:16:21.0 +0:00:44.3
1306501

髙田 道希 平中学校 中学生男子2609 0:16:32.3 +0:00:55.6
1306504

橋場 陸 神居東中学校 中学生男子25910 0:16:46.6 +0:01:09.9
1306635

三橋 昇平 北広島西部中学校 中学生男子239=11 0:16:48.0 +0:01:11.3
1306687

八木 征哉 神居東中学校 中学生男子247=11 0:16:48.0 +0:01:11.3
1306640

村井 陸斗 赤井川中学校 中学生男子23013 0:16:50.9 +0:01:14.2
1307351

山石 大介 恵み野中学校 中学生男子25014 0:16:57.5 +0:01:20.8
1306688

村岡 来玖 和寒中学校 中学生男子25615 0:17:02.7 +0:01:26.0
1306685

川口 颯希 東川中学校 中学生男子21416 0:17:13.5 +0:01:36.8

松山 豪摩 当麻中学校 中学生男子25717 0:17:16.8 +0:01:40.1
1306626

中谷 研斗 札幌平岡中央中学校 中学生男子24618 0:17:18.1 +0:01:41.4
1307334

小池 駿介 ふらのＸＣ 中学生男子21219 0:17:18.4 +0:01:41.7
1307918

古市 駿 倶知安中学校 中学生男子23820 0:17:19.7 +0:01:43.0

白取 瑠斗 神居東中学校 中学生男子24821 0:17:21.0 +0:01:44.3
1306628

堀 陽登 神居東中学校 中学生男子25222 0:17:21.1 +0:01:44.4
1306637

小林 達矢 神居東中学校 中学生男子23423 0:17:22.3 +0:01:45.6
1307291

尾崎 匠 剣淵中学校 中学生男子23624 0:17:29.6 +0:01:52.9
1307345

岡田 将弥 倶知安中学校 中学生男子24525 0:17:34.1 +0:01:57.4

長谷 怜信 平中学校 中学生男子23726 0:17:37.8 +0:02:01.1

竹原 敦也 平中学校 中学生男子26227 0:17:40.8 +0:02:04.1
1306505

土池 真斗 東神楽中学校 中学生男子24128 0:17:43.5 +0:02:06.8
1307298

木綿 啓太 屈足中学校 中学生男子24029 0:17:45.5 +0:02:08.8
1307349

佐藤 汰樹 桜岡中学校 中学生男子23330 0:17:53.8 +0:02:17.1
1307293

桝家 駿之介 福井県ｽｷｰ連盟 中学生男子25531 0:17:58.4 +0:02:21.7
1306658

成田 大地 神居東中学校 中学生男子21032 0:18:07.3 +0:02:30.6
1307820

中井 椋 平中学校 中学生男子25433 0:18:11.8 +0:02:35.1
1306506

小田 響 神居東中学校 中学生男子24434 0:18:13.6 +0:02:36.9
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村田 大翔 当麻中学校 中学生男子22535 0:18:25.0 +0:02:48.3
1307301

小川 耕助 大沢野中学校 中学生男子24936 0:18:27.1 +0:02:50.4
1307072

ﾌｨﾝﾄﾞﾚ 　ー元 倶知安中学校 中学生男子22937 0:18:34.9 +0:02:58.2

神 康人 留萌中学校 中学生男子20938 0:18:39.2 +0:03:02.5

佐々木勇舞 赤井川中学校 中学生男子21739 0:18:47.4 +0:03:10.7
1307270

芳賀 護大 剣淵中学校 中学生男子22840 0:18:59.4 +0:03:22.7
1307347

上田 千春 札幌市立西岡北中学校 中学生男子22041 0:19:05.9 +0:03:29.2
1307411

又村 光 東神楽中学校 中学生男子23242 0:19:08.2 +0:03:31.5
1307300

樫原 耕平 剣淵中学校 中学生男子22243 0:19:22.5 +0:03:45.8
1307346

島田 悟輔 東川中学校 中学生男子21144 0:19:25.1 +0:03:48.4

鈴木 梨央 神居東中学校 中学生男子23545 0:19:35.0 +0:03:58.3
1307296

佐藤 龍希 上川中学校 中学生男子22746 0:19:52.4 +0:04:15.7
1307294

宮本 友哉 平中学校 中学生男子23147 0:19:58.0 +0:04:21.3
1307163

高田 峻平 倶知安中学校 中学生男子20548 0:19:58.1 +0:04:21.4

小林 健人 上川中学校 中学生男子22349 0:19:58.9 +0:04:22.2
1307811

浦田 光野 平中学校 中学生男子21350 0:20:16.2 +0:04:39.5
1307798

清水 涼平 麓郷中学校 中学生男子22651 0:20:48.0 +0:05:11.3

古田 歩 真駒内曙中学校 中学生男子20252 0:21:12.4 +0:05:35.7

鹿野 海人 札幌市立太平中学校 中学生男子21653 0:21:17.1 +0:05:40.4

髙橋 歩夢 上川中学校 中学生男子22154 0:21:37.0 +0:06:00.3

髙田 眞太 麓郷中学校 中学生男子21855 0:21:59.7 +0:06:23.0
1000169

頓所 功基 麓郷中学校 中学生男子20456 0:24:12.8 +0:08:36.1
1000170

大瀬 丈翔 平中学校 中学生男子20757 0:24:26.3 +0:08:49.6
1307799

山本 優空 平中学校 中学生男子22458 0:24:32.1 +0:08:55.4
1307164

和田 恵一 平中学校 中学生男子20159 0:25:06.0 +0:09:29.3
1307801

白井 孝太郎 麓郷中学校 中学生男子21560 0:25:50.3 +0:10:13.6

井並 優空 平中学校 中学生男子21961 0:29:13.2 +0:13:36.5
1307797

淺野 滉太 東川中学校 中学生男子20362 0:36:07.5 +0:20:30.8

畑 実弥 東川中学校 中学生男子206 DNS

中原 有希 東神楽中学校 中学生男子208
1307819

DNS

北山 俊介 福井県ｽｷｰ連盟 中学生男子242
1307248

DNS

山﨑 大翔 城端中学校 中学生男子243
1307167

DNS

細野 邦彦 福井県ｽｷｰ連盟 中学生男子264
1306657

DNS
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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 67 62 62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

朝日クロスカントリースキーコース Page 3.0


