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Bib
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第28回 全日本サマーコンバインド朝日大会2019.07.26

後半ジャンプスタートリスト

距離タイム

小学生女子の部

HS＝４５ｍ
Ｋ＝４０ｍ

得点

マススタート

小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生女子1 0:10:19.8 55.3ﾋﾉﾓﾘ ﾐｶｹﾞ日野森　美影

上川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生女子2 0:09:43.4 72.3ｲｹﾀﾞ ｻｷ池田　咲希

余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生女子3 0:08:46.2 99.0ｲｼｸﾛ ｱｲ石黒　愛

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生女子4 0:08:31.8 105.7ｷｸﾁ ﾛｳｻ菊池　楼紗

余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生女子5 0:08:28.9 107.1ｻｸﾗｲ ﾊﾅ櫻井　羽奈

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生女子6 0:08:16.9 112.7ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｶ藤原　柚香

野沢温泉小学校
小学生女子7 0:08:15.4 113.4ｳﾁﾀﾞ ｺｺﾅ内田　ここな

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生女子8 0:08:01.3 120.0ﾊｾｶﾞﾜ ﾒｲ長谷川　芽依
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第28回 全日本サマーコンバインド朝日大会2019.07.26

後半ジャンプスタートリスト

距離タイム

小学生男子の部

HS＝４５ｍ
Ｋ＝４０ｍ

得点

マススタート

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生男子11 0:10:45.3 27.0ﾓﾘ ﾀｲﾖｳ森　大耀

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生男子12 0:10:36.7 31.1ｵｶﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ岡部　凛大郎

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生男子13 0:10:26.3 35.9ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ髙橋　劉成

小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子14 0:10:12.4 42.4ﾌｼﾞﾀ ﾀｲｶﾞ藤田　大雅

旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子15 0:09:58.3 49.0ｺﾓﾘ ﾖｳﾀﾛｳ小森　陽太朗

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子16 0:09:12.6 70.3ﾅｶﾑﾗ ｻﾝﾀ中村　山太

余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子17 0:09:10.2 71.4ﾐｶﾐ ﾀｸﾏ三上　託摩

妙高小学校
小学生男子18 0:08:50.9 80.4ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ清水　優貴

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子19 0:08:47.6 82.0ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｲ長谷川　琉已

旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子20 0:08:47.0 82.2ﾋﾛﾊ ﾚﾝ廣波　漣

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生男子21 0:08:30.9 89.8ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾝ清水　絢心

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生男子22 0:08:13.8 97.7ﾋﾒﾉ ｿｳﾀ姫野　蒼大

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
小学生男子23 0:08:10.3 99.4ｻｻｷ ｾｲｺﾞ佐々木　星語

南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子24 0:07:59.3 104.5ｽｽﾞｷ ﾐﾁｻﾀﾞ鈴木　教究

南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子25 0:07:52.2 107.8ｽｽﾞｷ ｼﾝｹﾞﾝ鈴木　紳原

白馬北小学校
小学生男子26 0:07:27.6 119.3ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ糸氏　琉人

余市ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
小学生男子27 0:07:26.2 120.0ﾅｶｲ ﾗｲｷ中井　來輝
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第28回 全日本サマーコンバインド朝日大会2019.07.26

後半ジャンプスタートリスト

距離タイム

女子の部

HS＝６８ｍ
Ｋ＝６０ｍ

得点

マススタート

新井高校
女子の部51 0:21:26.2 19.2ｼﾐｽﾞ ﾕﾂﾞｷ清水　悠月

白馬高校
女子の部52 0:21:02.6 25.1ﾏﾂｻﾞﾜ ｻﾁ松沢　幸

白馬高校
女子の部53 0:20:01.3 40.5ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘﾝｺﾞ宮嶋　林湖

白馬高校
女子の部54 0:18:47.4 58.9ﾏﾂｸﾗ ｺｳｱﾝ松倉　后杏

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
女子の部55 0:18:16.8 66.6ｲｹﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ池田　葉月

野沢温泉中学校
女子の部56 0:18:08.8 68.6ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｺ杉山　璃子

飯山高校
女子の部57 0:18:03.3 70.0ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾈ宮﨑　彩音

東海大学付属札幌高校
女子の部58 0:15:16.4 111.7ｶｻｲ ﾊﾙｶ葛西　春香

東海大学付属札幌高校
女子の部59 0:14:47.2 119.0ｶｻｲ ﾕｳﾅ葛西　優奈

ｻｯﾎﾟﾛﾉﾙﾃﾞｨｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞ
女子の部60 0:14:43.3 120.0ｻﾜﾔ ｱﾐ沢谷　亜海
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第28回 全日本サマーコンバインド朝日大会2019.07.26

後半ジャンプスタートリスト

距離タイム

中学生の部

HS＝６８ｍ
Ｋ＝６０ｍ

得点

マススタート

金木中学校
中学生の部101 0:23:27.0 -20.3ｻﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ沢田　勇渡

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部102 0:21:48.1 4.3ｲﾜｻｷ ﾘｺ岩崎　里胡

鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部103 0:20:55.7 17.4ﾕｾﾞ ｶｽﾞﾏ湯瀬　一磨

旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部104 0:20:30.7 23.7ｺﾓﾘ ﾉﾉｶ小森　野々花

安代中学校
中学生の部105 0:20:21.7 25.9ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ山本　宇宙

小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部106 0:19:22.4 40.7ﾋﾉﾓﾘ ｺﾊｸ日野森　琥珀

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部107 0:18:37.5 52.0ｻﾄｳ ﾆｼﾞﾄ佐藤　虹斗

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部108 0:18:34.5 52.7ﾅｶﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ中山　和

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部109 0:18:31.9 53.4ｻｶﾉ ｱｻﾋ坂野　旭飛

小谷中学校
中学生の部110 0:18:07.3 59.5ﾌｶｻﾜ ｼｭﾝﾀ深澤　駿太

金木中学校
中学生の部111 0:17:53.7 62.9ﾌｼﾞﾓﾄ ｻｲｺ藤元　彩子

米沢市立第五中学校
中学生の部112 0:17:44.7 65.2ｻﾄｳ ｱﾗﾀ佐藤　新汰

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部113 0:17:42.3 65.8ｻﾄｳ ﾕﾂﾞｷ佐藤　柚月

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部114 0:17:36.7 67.2ｻｲﾄｳ ﾕｳ斎藤　優

鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部115 0:17:00.7 76.2ｻﾄｳ ﾀｸﾐ佐藤　拓海

鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部116 0:16:56.9 77.1ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾉﾝ阿部　寿音

野沢温泉中学校
中学生の部117 0:16:56.4 77.2ﾆｼｶﾀ ﾊﾙﾄ西方　遥人

安代中学校
中学生の部118 0:16:53.8 77.9ｸﾄﾞｳ ﾙｶ工藤　琉翔

野沢温泉中学校
中学生の部119 0:16:47.9 79.4ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾂﾀ杉山　律太

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部120 0:16:47.4 79.5ﾆｼﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ西田　蓮太郎

白馬中学校
中学生の部121 0:16:45.4 80.0ﾖｺｻﾜ ﾕｳｻｸ横沢　雄咲

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部122 0:16:43.6 80.4ｷﾀﾓﾘ ｶﾞｸ北守　楽

小谷中学校
中学生の部123 0:16:26.4 84.7ﾒﾄｷ ﾊﾙ目時　羽琉

下川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部124 0:16:20.6 86.2ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾉﾘ松本　晃典

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部125 0:16:15.2 87.5ﾓﾘﾉ ｶﾝﾄ森野　幹登

米沢市立第三中学校
中学生の部126 0:16:13.7 87.9ﾏﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ丸田　流星

妙高高原中学校
中学生の部127 0:16:11.0 88.6ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ馬場　慎平

野沢温泉中学校
中学生の部128 0:16:08.3 89.3ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ久保田　康太郎

小樽ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部129 0:16:00.4 91.2ｶﾜｶﾐ ｺｳﾀﾛｳ川上　航太郎

妙高中学校
中学生の部130 0:15:37.5 97.0ﾔﾏｶﾜ ﾚｵ山川　伶欧

猪苗代中学校
中学生の部131 0:15:35.1 97.6ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ菊地　正汰
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第28回 全日本サマーコンバインド朝日大会2019.07.26

後半ジャンプスタートリスト

距離タイム

中学生の部

HS＝６８ｍ
Ｋ＝６０ｍ

得点

マススタート

南魚沼ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部132 0:15:18.9 101.6ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾂｸﾞ鈴木　一世

松尾中学校
中学生の部133 0:15:17.0 102.1ｲﾄｳ ｺｳｶﾞ伊藤　煌牙

米沢市立第四中学校
中学生の部134 0:15:05.4 105.0ｵﾁｱｲ ｿｳﾀ落合　創太

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部135 0:15:03.6 105.4ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ中村　正幹

旭川ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団
中学生の部136 0:14:51.7 108.4ﾋﾛﾊ ﾙｶ廣波　琉海

鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部137 0:14:45.4 110.0ｷﾑﾗ ｶﾅﾄ木村　哉人

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部138 0:14:32.8 113.1ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ髙田　雄生

鹿角ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部139 0:14:19.8 116.4ﾅﾘﾀ ｱﾂｼ成田　絆

札幌ｼﾞｬﾝﾌﾟｽﾎﾟｰﾂ少年団
中学生の部140 0:14:10.9 118.6ﾓﾘ ｶｲｾｲ森　恢晟

上越教育大学附属中学
中学生の部141 0:14:05.5 120.0ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾀﾛｳ山﨑　叶太郎
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第28回 全日本サマーコンバインド朝日大会2019.07.26

後半ジャンプスタートリスト

距離タイム

少年・成年の部

HS＝６８ｍ
Ｋ＝６０ｍ

得点

マススタート

飯山高校
少年・成年の151 0:25:20.1 -2.0ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ宮﨑　諒

白馬高校
少年・成年の152 0:25:16.9 -1.2ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ鈴木　寛太

飯山高校
少年・成年の153 0:24:38.2 8.4ﾔｸﾞﾁ ｺｳﾀ矢口　昂太

白馬高校
少年・成年の154 0:23:51.6 20.1ﾋﾗﾀ ﾕｳﾘ平田　悠理

飯山高校
少年・成年の155 0:23:38.8 23.3ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ山本　侑弥

東海大学
少年・成年の156 0:23:12.1 29.9ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ高橋　佳佑

飯山高校
少年・成年の157 0:22:45.7 36.5ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾔ中澤　拓哉

東海大学
少年・成年の158 0:22:42.6 37.3ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ尾形　優也

飯山高校
少年・成年の159 0:22:33.2 39.7ﾆｼｶﾀ ﾕｳﾄ西方　優人

猪苗代高校
少年・成年の160 0:22:32.3 39.9ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ渡部　峻太

飯山高校
少年・成年の161 0:22:30.7 40.3ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ畔上　祥吾

白馬高校
少年・成年の162 0:22:11.1 45.2ｼﾓｶﾜ ｼﾝｼﾞ下川　慎司

余市紅志高校
少年・成年の163 0:22:10.6 45.3ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ髙橋　浩貴

飯山高校
少年・成年の164 0:22:09.4 45.6ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ小野沢　泰雅

東海大学
少年・成年の165 0:22:08.4 45.9ﾋｶﾞｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ東澤　優輝

花輪高校
少年・成年の166 0:21:58.5 48.3ｶｲﾇﾏ ﾌﾐﾄ海沼　史人

東海大学
少年・成年の167 0:20:10.4 75.4ﾔﾏﾅｶ ﾓﾄｷ山中　規暉

東海大学付属札幌高校
少年・成年の168 0:20:09.9 75.5ﾂｼﾞ ｿｳﾀ辻　創太

花輪高校
少年・成年の169 0:20:09.4 75.6ﾅﾘﾀ ｹﾝﾀ成田　健太

花輪高校
少年・成年の170 0:20:08.8 75.8ｱﾝﾎﾞ ﾋｶﾙ安保　光

札幌日大高校
少年・成年の171 0:20:08.4 75.9ﾁﾊﾞ ﾀｲｷ千葉　大輝

花輪高校
少年・成年の172 0:19:08.6 90.8ｺﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾎ小舘　冬歩

東海大学付属札幌高校
少年・成年の173 0:19:08.1 90.9ﾀｹﾊﾅ ﾀﾞｲﾏﾂ竹花　大松

日本大学
少年・成年の174 0:19:03.3 92.1ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ佐藤　友星

下川商業高校
少年・成年の175 0:18:55.0 94.2ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ千葉　悠希

花輪高校
少年・成年の176 0:18:54.5 94.3ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ木村　幸大

花輪高校
少年・成年の177 0:18:02.6 107.3ｷﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ木村　航大

さくら不動産株式会社
少年・成年の178 0:18:02.1 107.4ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ上村　亮介

岐阜日野自動車SC
少年・成年の179 0:17:55.5 109.1ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｼﾋｻ傳田　翁玖

東京美装ｸﾞﾙｰﾌﾟｽｷｰ部
少年・成年の180 0:17:52.3 109.9ｿﾈﾊﾗ ｺﾞｳ曽根原　郷

八幡平市ｽｷｰ連盟
少年・成年の181 0:17:51.2 110.2ﾅｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ永井　陽一
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岐阜日野自動車SC
少年・成年の182 0:17:50.5 110.3ｺﾔﾏ ﾕｳ小山　祐

岐阜日野自動車SC
少年・成年の183 0:17:30.4 115.4ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ永井　秀昭

阿仁SC
少年・成年の184 0:17:12.0 120.0ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ湊　祐介
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