
第19回 あさひジュニアクロスカントリースキー大会スタートリスト

　中学生男子　　4.7km（3.0km×1・1.7×1） 　小学生女子５・６年　　３km 　小学生女子３・４年　　1.7km

Bib 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位 Bib 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位 Bib 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位

101 市　橋 宗　大 朝日中学校 9:30:00 P 11 夏　坂 　　 朱 名寄XC 9:50:00 51 和　久 葉　澄 和寒SS 10:10:00

102 飯　田 琳　久 東神楽中学校 9:30:20 12 藤　吉 姫　楽 朝日XC 9:50:20 52 上　川 倖　奈 士別XC 10:10:20

103 松　村 元　気 朝日中学校 9:30:40 13 佐々木 柚　歌 美瑛XC 9:50:40 53 酒　井 碧　子 和寒SS 10:10:40

104 頓　所 功　基 麓郷中学校 9:31:00 P 14 竹　下 綾　音 名寄XC 9:51:00

105 城　守 　　 漸 朝日中学校 9:31:20 P 15 三　宅 純　白 美瑛XC 9:51:20 　小学生男子３・４年　　1.7km

106 中　嶋 央二郎 東神楽中学校 9:31:40 P 16 矢　野 優　輝 名寄XC 9:51:40 Bib 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位

107 中　原 有　希 東神楽中学校 9:32:00 P 17 丸　山 美　羽 伊の沢XC 9:52:00 61 永　井 琉　唯 名寄XC 10:12:00

108 和　久 　　 泰 和寒中学校 9:32:20 P 18 牧　野 香　凛 名寄XC 9:52:20 62 永　易  　　巧 和寒SS 10:12:20

109 芳　賀 護　大 剣淵中学校 9:32:40 P 19 和　久 穂　香 和寒SS 9:52:40 63 二階堂 悠　矢 富沢JXC 10:12:40

110 小　林 達　矢 神居東中学校 9:33:00 P 20 福　井 瑠　七 美瑛XC 9:53:00 64 櫻　田 　　 圭 名寄XC 10:13:00

111 土　池 真　斗 東神楽中学校 9:33:20 P 21 樫　原 早　紀 剣淵XC 9:53:20 65 小　林 陵　平 富沢JXC 10:13:20

112 三　上 琢　真 名寄東中学校 9:33:40 P 22 菊　池 凛　花 名寄XC 9:53:40 66 飯　田 理　文 東神楽XC 10:13:40

P 23 篠　島 渚　紗 伊の沢XC 9:54:00 67 氏　家 誓　良 士別XC 10:14:00

　中学生女子　　３km P 24 窪　田 く る み 和寒SS 9:54:20 68 矢　野 雅　治 名寄XC 10:14:20

Bib 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位 69 細　川 皓　生 和寒SS 10:14:40

1 多羽田 菜　月 朝日中学校 9:35:00 　小学生男子５・６年　　３km 70 佐　藤  　　慶 東川XC 10:15:00

2 長　坂 彩　未 名寄中学校 9:35:20 Bib 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位 71 櫻　田 陽　大 名寄XC 10:15:20

3 市　橋 美紗稀 朝日中学校 9:35:40 P 31 永　易 幸　太 和寒SS 9:57:00 72 吉　田 　　 礼 東神楽XC 10:15:40

4 窪　田 さ く ら 和寒中学校 9:36:00 32 伊　藤 　　 慶 朝日XC 9:57:20

5 永　井 咲　空 名寄中学校 9:36:20 P 33 村　上 楓　人 和寒SS 9:57:40 　小学生女子１・２年　　1.2km

6 鬼　頭 春　乃 和寒中学校 9:36:40 34 石　川 泰　成 名寄XC 9:58:00 Bib 氏　　　名 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位

7 頓　所 美　咲 麓郷中学校 9:37:00 35 高　松 哲　朗 朝日XC 9:58:20 81 永　易 美　咲 和寒SS 10:20:00

8 五十嵐 琴　音 東神楽中学校 9:37:20 P 36 長　坂 泰　知 名寄XC 9:58:40 82 上　川 柚　希 士別XC 10:20:20

9 矢　野 美　輝 名寄中学校 9:37:40 P 37 渡　邊 柊太郎 和寒SS 9:59:00 83 牧　野 香　音 名寄XC 10:20:40

10 吉　田 さ く ら 東神楽中学校 9:38:00 P 38 上　川 侑　真 士別XC 9:59:20 84 和　久 柚　葉 和寒SS 10:21:00

P 39 植　田 勇　介 美瑛XC 9:59:40 85 菊　池 楼　紗 名寄XC 10:21:20

P 40 工　藤 匠　生 富沢JXC 10:00:00 86 竹　原 　　葵 東川XC 10:21:40

P 41 芳　賀 大　陽 剣淵XC 10:00:20 87 渡　邊 璃　々 和寒SS 10:22:00

P 42 中　村 光　汰 朝日XC 10:00:40

P 43 半　澤 理　玖 和寒SS 10:01:00 　小学生男子１・２年　　1.2km

P 44 五十嵐 硫　星 東神楽XC 10:01:20 Bib 氏　　　名 所　　　属 ｽﾀｰﾄ時間 順位

P 45 宮　崎 悠　雅 和寒SS 10:01:40 91 細　川 滉　斗 和寒SS 10:23:00

P 46 三　上 琉　以 名寄XC 10:02:00 92 二階堂 清　矢 富沢JXC 10:23:20

P 47 前　田 航　希 伊の沢XC 10:02:20 93 竹　下 俐　愁 名寄XC 10:23:40

94 氏　家 奏　方 士別XC 10:24:00

95 中　道 大　樹 和寒SS 10:24:20

96 濱　田 恭　介 和寒SS 10:24:40

97 長　坂 郁　里 名寄XC 10:25:00

98 福　井 啓　二 美瑛XC 10:25:20

99 和　久 　　 玄 和寒SS 10:25:40
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