
氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表小学生1.2年生女子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=1.5km

栃谷 天寧 富良野鳥沼XC
小学生1.2年生女子11 0:07:24.6

盛多 ひかる 朝日XC
小学生1.2年生女子52 0:08:12.6 0:00:48.0

木村 望々花 鷹栖北野XC
小学生1.2年生女子43 0:09:30.2 0:02:05.6

伊藤 可琳 鷹栖北野XC
小学生1.2年生女子34 0:10:09.3 0:02:44.7

大竹 可純 東神楽XC
小学生1.2年生女子25 0:12:54.0 0:05:29.4
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表小学生1.2年生男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=1.5km

小笠原幸男 鷹栖北野XC
小学生1.2年生男子141 0:07:25.2

青野 叶夢 天塩ｱｲｱﾝﾏﾝJr
小学生1.2年生男子152 0:08:18.8 0:00:53.6

小笠原秀男 鷹栖北野XC
小学生1.2年生男子123 0:08:56.6 0:01:31.4

又村 光 東神楽XC
小学生1.2年生男子134 0:09:39.5 0:02:14.3

西村 俊亮 東神楽XC
小学生1.2年生男子11 棄権
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表小学生3.4年生女子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=2.0km

栃谷 和 富良野鳥沼XC
小学生3.4年生女子941 0:07:37.8

盛多 ゆづき 朝日XC
小学生3.4年生女子932 0:07:42.7 0:00:04.9

大田喜日和 鷹栖北野XC
小学生3.4年生女子913 0:08:24.6 0:00:46.8

田中 夢摘美 Team　Dream
小学生3.4年生女子924 0:09:22.0 0:01:44.2

早川 璃音 鷹栖北野XC
小学生3.4年生女子905 0:09:22.2 0:01:44.4

松村 美緒 和寒SS
小学生3.4年生女子846 0:09:28.3 0:01:50.5

小足 さくら 東神楽XC
小学生3.4年生女子857 0:09:34.7 0:01:56.9

照井 咲頼 鷹栖北野XC
小学生3.4年生女子838 0:09:55.7 0:02:17.9

瀬川 結貴 和寒SS
小学生3.4年生女子869 0:10:06.8 0:02:29.0

辻 あすか 和寒SS
小学生3.4年生女子8910 0:10:17.6 0:02:39.8

濱田 麻理 朝日XC
小学生3.4年生女子8211 0:10:53.3 0:03:15.5

岡本 明 朝日XC
小学生3.4年生女子8812 0:11:03.0 0:03:25.2

鬼頭 くるみ 和寒SS
小学生3.4年生女子8113 0:11:32.9 0:03:55.1

安藤 萌望 東神楽XC
小学生3.4年生女子87 棄権
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表小学生3.4年生男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=2.0km

小林 隆成 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子1171 0:07:44.1

池辺 刀那 美瑛原野AC
小学生3.4年生男子1202 0:07:44.5 0:00:00.4

青野 亜斗夢 天塩ｱｲｱﾝﾏﾝJr
小学生3.4年生男子1123 0:08:03.6 0:00:19.5

伊藤 玲緒 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子1144 0:08:08.3 0:00:24.2

渡辺 虹希 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子1165 0:08:17.6 0:00:33.5

工藤 隼人 剣渕XC
小学生3.4年生男子1186 0:08:22.4 0:00:38.3

吉田 理玖 東神楽XC
小学生3.4年生男子1197 0:08:25.6 0:00:41.5

山石 大介 札幌XC
小学生3.4年生男子1098 0:08:29.6 0:00:45.5

小笠原達也 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子1109 0:08:41.1 0:00:57.0

陶山 道登 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子10510 0:08:41.5 0:00:57.4

上野 楓芽 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子10211 0:08:55.1 0:01:11.0

湯田 航平 鷹栖北野XC
小学生3.4年生男子10712 0:09:02.0 0:01:17.9

村上 伊吹 和寒SS
小学生3.4年生男子11513 0:09:03.4 0:01:19.3

藤本 航平 豊岡XC
小学生3.4年生男子10814 0:09:33.4 0:01:49.3

堀 陽登 豊岡XC
小学生3.4年生男子10615 0:10:14.1 0:02:30.0

松田 裕士 東神楽XC
小学生3.4年生男子10316 0:10:18.2 0:02:34.1

八木 征哉 豊岡XC
小学生3.4年生男子10417 0:10:24.5 0:02:40.4

原 学人 東神楽XC
小学生3.4年生男子11318 0:10:29.0 0:02:44.9

吉田 悠人 和寒SS
小学生3.4年生男子10119 0:11:07.3 0:03:23.2

木村 翔太 東神楽XC
小学生3.4年生男子11120 0:13:40.1 0:05:56.0
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表小学生5.6年生女子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=3.0km

山石 沙也加 札幌XC
小学生5.6年生女子301 0:11:38.1

濱田 理沙 朝日XC
小学生5.6年生女子282 0:13:22.8 0:01:44.7

中村 安寿 札幌XC
小学生5.6年生女子243 0:14:19.9 0:02:41.8

佐山 舞華 鷹栖北野XC
小学生5.6年生女子234 0:14:41.5 0:03:03.4

木村 未優 鷹栖北野XC
小学生5.6年生女子265 0:14:45.1 0:03:07.0

吉田 ひかり 東神楽XC
小学生5.6年生女子296 0:14:46.2 0:03:08.1

鈴木 志穂 和寒SS
小学生5.6年生女子277 0:15:35.4 0:03:57.3

窪井 ゆかり 剣渕XC
小学生5.6年生女子258 0:16:28.1 0:04:50.0

佐々木凜 和寒SS
小学生5.6年生女子219 0:18:07.6 0:06:29.5

又村 葉奈子 東神楽XC
小学生5.6年生女子2210 0:18:47.8 0:07:09.7
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表小学生5.6年生男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=3.0km

田中 大輝 鷹栖北野XC
小学生5.6年生男子501 0:10:52.1

山川 太朗 妙高高原南小学校
小学生5.6年生男子462 0:11:39.7 0:00:47.6

渡辺 大地 鷹栖北野XC
小学生5.6年生男子473 0:11:44.2 0:00:52.1

三宅 樹 鷹栖北野XC
小学生5.6年生男子394 0:12:04.5 0:01:12.4

大田喜日向 鷹栖北野XC
小学生5.6年生男子485 0:12:05.4 0:01:13.3

鬼頭 壮一郎 和寒SS
小学生5.6年生男子496 0:12:30.7 0:01:38.6

佐藤 拓斗 豊岡XC
小学生5.6年生男子387 0:12:31.1 0:01:39.0

十川 涼矢 和寒SS
小学生5.6年生男子448 0:12:31.4 0:01:39.3

松田 敦士 東神楽XC
小学生5.6年生男子429 0:12:51.6 0:01:59.5

大竹 純也 東神楽XC
小学生5.6年生男子4010 0:12:51.9 0:01:59.8

石原 怜甫 白滝CC
小学生5.6年生男子3511 0:12:56.7 0:02:04.6

佐々木俊祐 剣渕XC
小学生5.6年生男子3712 0:13:13.5 0:02:21.4

柿井 佑太 豊岡XC
小学生5.6年生男子4113 0:13:41.8 0:02:49.7

塚田 大雅 東神楽XC
小学生5.6年生男子4514 0:13:45.5 0:02:53.4

岡本 成 朝日XC
小学生5.6年生男子3215 0:13:58.0 0:03:05.9

佐山 翔 鷹栖北野XC
小学生5.6年生男子3116 0:14:22.5 0:03:30.4

近藤 神 豊岡XC
小学生5.6年生男子3617 0:14:31.0 0:03:38.9

岩崎 天海 東神楽XC
小学生5.6年生男子4318 0:14:55.7 0:04:03.6

助乗 和樹 東神楽XC
小学生5.6年生男子33=19 0:15:31.2 0:04:39.1

清田 冬芽 美瑛XC
小学生5.6年生男子34=19 0:15:31.2 0:04:39.1
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表中学生女子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=3.0km

矢萩 瑞奎 士別中学校
中学生女子701 0:11:08.3
1303763 

酒井 結衣 和寒中学校
中学生女子692 0:11:19.7 0:00:11.4
1304333 

中谷 さつき 和寒中学校
中学生女子603 0:11:20.0 0:00:11.7
1304339 

松村 真由 和寒中学校
中学生女子714 0:11:24.5 0:00:16.2
1303093 

本間 樹良来 札幌市立向陵中学校
中学生女子585 0:11:24.6 0:00:16.3

益山 緋奈 札幌市立伏見中学校
中学生女子646 0:11:34.2 0:00:25.9
1304362 

小千田晴海 平中学校
中学生女子657 0:11:44.3 0:00:36.0
1303666 

大木 茉弥 東神楽中学校
中学生女子668 0:11:48.2 0:00:39.9

盛多 あさひ 朝日中学校
中学生女子629 0:11:54.8 0:00:46.5
1304341 

山口 美幸 和寒中学校
中学生女子6810 0:11:59.2 0:00:50.9
1303095 

井渕 冴梨 平中学校
中学生女子6311 0:12:31.9 0:01:23.6
1303667 

境 美月 城端中学校
中学生女子5912 0:12:37.3 0:01:29.0
1303668 

浅地 李佳 城端中学校
中学生女子5413 0:12:39.6 0:01:31.3
1304201 

才川 愛未 上滝中学校
中学生女子6714 0:12:44.5 0:01:36.2
1302558 

池辺 伽耶古 美瑛原野AC
中学生女子5215 0:12:58.3 0:01:50.0

原 咲葵子 上滝中学校
中学生女子5716 0:13:01.4 0:01:53.1
1303873 

高田 葉月 平中学校
中学生女子5617 0:14:57.0 0:03:48.7

青木 佑海 上滝中学校
中学生女子5318 0:15:20.0 0:04:11.7
1303875 

永池 美玖 上滝中学校
中学生女子5519 0:15:23.4 0:04:15.1
1303872 

今井 彩乃 上滝中学校
中学生女子5120 0:15:25.2 0:04:16.9
1303874 

宮岸 綾 平中学校
中学生女子6121 0:16:57.8 0:05:49.5
1304200 

朝日クロスカントリースキーコース Page 1



氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表中学生男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=5.0km

青嶋 湧士 美瑛中学校
中学生男子1501 0:15:05.6
1303732 

宇田 彬人 勝山南部中学校
中学生男子1492 0:15:20.4 0:00:14.8
1303171 

村岡 快斗 和寒中学校
中学生男子1513 0:15:43.8 0:00:38.2
1303094 

永井 智也 城端中学校
中学生男子1484 0:16:10.6 0:01:05.0
1302974 

小足 壮志 東神楽中学校
中学生男子1475 0:16:19.3 0:01:13.7
1304310 

長谷川晶俊 勝山南部中学校
中学生男子1456 0:16:21.0 0:01:15.4
1303170 

森山 翔吾 和寒中学校
中学生男子1467 0:16:27.6 0:01:22.0
1303776 

西村 尚真 士別中学校
中学生男子1428 0:16:28.5 0:01:22.9
1304320 

竹原 義之 平中学校
中学生男子1419 0:16:39.7 0:01:34.1
1303657 

松村 亜斗夢 朝日中学校
中学生男子14310 0:16:57.7 0:01:52.1
1304323 

佐々木亮祐 剣渕中学校
中学生男子13211 0:17:22.2 0:02:16.6

小笠原歓吾 剣渕中学校
中学生男子13412 0:17:31.7 0:02:26.1

中畑 友継 城端中学校
中学生男子14413 0:17:57.6 0:02:52.0
1302975 

道端 康人 平中学校
中学生男子13714 0:18:04.0 0:02:58.4
1303658 

中畑 道廣 城端中学校
中学生男子14015 0:18:10.6 0:03:05.0
1304197 

又村 祐 東神楽中学校
中学生男子13916 0:18:14.1 0:03:08.5

後藤 大成 剣渕中学校
中学生男子13017 0:18:26.0 0:03:20.4

宮木 凌 大沢野中学校
中学生男子12518 0:18:52.9 0:03:47.3
1304194 

北山 慎也 城端中学校
中学生男子12319 0:19:05.1 0:03:59.5
1303661 

山下 孝之 城端中学校
中学生男子13820 0:19:24.1 0:04:18.5
1302976 

山田 憲満 城端中学校
中学生男子12121 0:19:45.6 0:04:40.0
1304198 

宮本 勇太 興南中学校
中学生男子13522 0:19:50.6 0:04:45.0
1303663 

山田 拓巳 平中学校
中学生男子13623 0:19:54.5 0:04:48.9
1303659 

池渕 良 上滝中学校
中学生男子12624 0:19:57.5 0:04:51.9
1303870 

酒井 達也 大沢野中学校
中学生男子13325 0:20:19.8 0:05:14.2
1304189 

川田 真央 新庄中学校
中学生男子12826 0:20:27.2 0:05:21.6
1304199 
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表中学生男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=5.0km

中原 正登 東神楽中学校
中学生男子12727 0:21:19.0 0:06:13.4

畠山 滉右 興南中学校
中学生男子13128 0:21:22.8 0:06:17.2
1303662 

柿岡 晃多 大沢野中学校
中学生男子12229 0:21:25.7 0:06:20.1
1304191 

宮本 涼介 上滝中学校
中学生男子12930 0:21:53.3 0:06:47.7
1303871 

宮原 大 東神楽中学校
中学生男子12431 0:27:11.6 0:12:06.0

袰田 晃司 和寒町立和寒中学校
中学生男子152 棄権
1303092 
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表女子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=5.0km

長谷川尚子 勝山南高校
女子1631 0:20:37.1
1303589 

仲正 萌香 大野高校
女子1622 0:20:53.5 0:00:16.4
1304208 

田中 美都 学習院大学
女子1613 0:23:01.1 0:02:24.0
1303283 
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表少年男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=5.0km

加藤　
　

駲 大野高校
少年男子1711 0:17:06.2
1304204 
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氏　　名 所属 クラス名Bib No.

2010 FISCHER CUP 第14回 朝日ノルディックスキー大会
2010.12.26

公　式　成　績　表成年男子

順位

朝日クロスカントリースキーコース

所要タイム タイム差

L=5.0km

佐藤 友也 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ
成年男子1921 0:14:38.7
1300199 

若狭 直樹 学習院大学
成年男子1892 0:17:14.0 0:02:35.3
1301710 

安藤 樹 東北大学
成年男子1883 0:19:07.2 0:04:28.5
1302724 

清田 英之 明治乳業(株)旭川工場
成年男子1824 0:19:47.6 0:05:08.9

青野 朋之 天塩ｱｲｱﾝﾏﾝ
成年男子1915 0:19:51.5 0:05:12.8

古川 英伸 千歳寿町内会
成年男子1816 0:20:11.7 0:05:33.0

池辺 晴彦 美瑛原野AC
成年男子1857 0:20:52.2 0:06:13.5

小林 東史 東北大学
成年男子1868 0:23:44.1 0:09:05.4
1303297 

伊藤 一成 東北大学
成年男子1839 0:24:18.2 0:09:39.5

加藤 準 下川町役場
成年男子187 棄権

浜松 伯吉 根室XC
成年男子190 棄権

吉野 智則 学習院大学
成年男子184 途中棄権
1303846 
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