
氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=1.5km）

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小学生1.2年生女子の部 個人競技

藤田 優那 鷹栖北野XC 小学生1.2年生女子11 0:07:37.8 0:00:00.0

樫原 早紀 剣淵XC 小学生1.2年生女子22 0:10:28.7 +0:02:50.9

尾崎 みなみ 剣淵XC 小学生1.2年生女子33 0:10:42.6 +0:03:04.8

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 3 3 3なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=1.5km）

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小学生1.2年生男子の部 個人競技

千葉 隆広 鷹栖北野XC 小学生1.2年生男子91 0:06:53.2 0:00:00.0

五十嵐硫星 東神楽XC 小学生1.2年生男子62 0:09:03.5 +0:02:10.3

髙橋 洸樹 富沢子どもXCC 小学生1.2年生男子83 0:10:55.5 +0:04:02.3

中村 光汰 朝日XC 小学生1.2年生男子74 0:12:21.8 +0:05:28.6

中田 晴仁 東神楽XC 小学生1.2年生男子45 0:12:37.1 +0:05:43.9

高松 哲朗 朝日XC 小学生1.2年生男子56 0:13:23.3 +0:06:30.1

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 6 6 6なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=2.0km）

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小学生3.4年生女子の部 個人競技

栃谷 天寧 鷹栖小学校 小学生3.4年生女子601 0:07:10.5 0:00:00.0

吉田 さくら 東神楽XC 小学生3.4年生女子572 0:09:02.8 +0:01:52.3

藤田 心那 鷹栖北野XC 小学生3.4年生女子523 0:09:22.6 +0:02:12.1

谷水 七彩 鷹栖北野XC 小学生3.4年生女子594 0:09:25.4 +0:02:14.9

五十嵐琴音 東神楽XC 小学生3.4年生女子535 0:09:58.0 +0:02:47.5

湯田 桃花 鷹栖北野XC 小学生3.4年生女子546 0:10:06.2 +0:02:55.7

渡瀬 心優 白滝小学校 小学生3.4年生女子567 0:10:13.7 +0:03:03.2

土池 亜弥 東神楽XC 小学生3.4年生女子518 0:10:31.6 +0:03:21.1

山原 唯 鷹栖北野XC 小学生3.4年生女子509 0:10:42.2 +0:03:31.7

小林 暁奈 富沢子どもXCC 小学生3.4年生女子5510 0:11:05.3 +0:03:54.8

道添 未瑚 東神楽XC 小学生3.4年生女子4911 0:11:54.4 +0:04:43.9

田口 望愛 東神楽XC 小学生3.4年生女子58 DNS

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 12 11 11なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=2.0km）

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小学生3.4年生男子の部 個人競技

梅澤 聡嗣 鷹栖北野XC 小学生3.4年生男子711 0:08:38.1 0:00:00.0

中村 正幹 札幌XC 小学生3.4年生男子732 0:08:47.1 +0:00:09.0

城守 漸 朝日XC 小学生3.4年生男子723 0:08:50.7 +0:00:12.6

中原 有希 東神楽XC 小学生3.4年生男子644 0:08:55.5 +0:00:17.4

富田 絋生 東神楽XC 小学生3.4年生男子685 0:09:28.1 +0:00:50.0

飯田 琳久 東神楽XC 小学生3.4年生男子706 0:09:56.1 +0:01:18.0

山下 拓冬 鷹栖北野XC 小学生3.4年生男子657 0:09:57.2 +0:01:19.1

髙橋 柾友 富沢子どもXCC 小学生3.4年生男子698 0:10:02.2 +0:01:24.1

中嶋 央二郎 東神楽XC 小学生3.4年生男子639 0:10:28.1 +0:01:50.0

仲谷 陸 東神楽XC 小学生3.4年生男子6710 0:10:29.9 +0:01:51.8

松村 元気 朝日XC 小学生3.4年生男子6211 0:10:34.1 +0:01:56.0

後藤 大志 剣淵XC 小学生3.4年生男子6612 0:10:47.2 +0:02:09.1

今野 結人 東神楽XC 小学生3.4年生男子6113 0:14:35.4 +0:05:57.3

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 13 13 13なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=3.0km）

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小学生5.6年生女子の部 個人競技

栃谷 和 鷹栖小学校 小学生5.6年生女子171 0:10:52.4 0:00:00.0

小足 さくら 東神楽XC 小学生5.6年生女子132 0:11:45.7 +0:00:53.3

照井 咲頼 鷹栖北野XC 小学生5.6年生女子143 0:12:07.9 +0:01:15.5

山内 美佳 福井県ｽｷｰ連盟 小学生5.6年生女子154 0:12:31.3 +0:01:38.9

松村 美緒 和寒SS 小学生5.6年生女子125 0:12:38.0 +0:01:45.6

盛多 ひかる 朝日XC 小学生5.6年生女子166 0:12:49.7 +0:01:57.3

鬼頭 くるみ 和寒SS 小学生5.6年生女子107 0:14:40.0 +0:03:47.6

髙橋 香瑠 富沢子どもXCC 小学生5.6年生女子118 0:14:45.9 +0:03:53.5

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 8 8 8なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=3.0km）

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小学生5.6年生男子の部 個人競技

藤本 航平 札幌XC 小学生5.6年生男子331 0:11:18.2 0:00:00.0

松田 裕士 東神楽XC 小学生5.6年生男子272 0:11:41.5 +0:00:23.3

土池 真斗 東神楽XC 小学生5.6年生男子283 0:12:11.7 +0:00:53.5

村岡 来玖 和寒SS 小学生5.6年生男子294 0:12:27.1 +0:01:08.9

富田 征樹 東神楽XC 小学生5.6年生男子225 0:12:27.6 +0:01:09.4

湯田 航平 鷹栖北野XC 小学生5.6年生男子326 0:12:50.2 +0:01:32.0

尾崎 匠 剣淵XC 小学生5.6年生男子317 0:13:23.8 +0:02:05.6

合田 優作 和寒SS 小学生5.6年生男子238 0:13:31.8 +0:02:13.6

岡崎 哲大 朝日XC 小学生5.6年生男子309 0:14:04.0 +0:02:45.8

樫原 耕平 剣淵XC 小学生5.6年生男子2510 0:14:24.0 +0:03:05.8

小林 達矢 富沢子どもXCC 小学生5.6年生男子2611 0:15:19.7 +0:04:01.5

又村 光 東神楽XC 小学生5.6年生男子2412 0:16:01.4 +0:04:43.2

芳賀 護大 剣淵XC 小学生5.6年生男子2013 0:16:07.4 +0:04:49.2

中田 圭紀 東神楽XC 小学生5.6年生男子1914 0:16:35.2 +0:05:17.0

西村 俊亮 東神楽XC 小学生5.6年生男子2115 0:17:16.1 +0:05:57.9

高松 宏多 朝日XC 小学生5.6年生男子18 DNS

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 16 15 15なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=3.0km）

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

米倉 寿里 港南中学校 中学生女子481 0:10:26.4 0:00:00.01304951

濱田 理沙 士別朝日中学校 中学生女子472 0:10:52.9 +0:00:26.51304851

黒田 夏美 勝山南部中学校 中学生女子423 0:11:17.0 +0:00:50.61305333

盛多 ゆづき 士別朝日中学校 中学生女子454 0:11:19.0 +0:00:52.6

広瀬 悠 大沢野中学校 中学生女子365 0:11:30.9 +0:01:04.51305505

窪井 ゆかり 剣淵中学校 中学生女子416 0:11:39.1 +0:01:12.71305719

中井 柊花 平中学校 中学生女子447 0:11:52.0 +0:01:25.61304698

辻 あすか 和寒中学校 中学生女子438 0:11:56.1 +0:01:29.7

廣瀬 結愛 尚徳中学校 中学生女子409 0:12:22.1 +0:01:55.7

瀬川 結貴 和寒中学校 中学生女子3910 0:12:28.4 +0:02:02.0

中村 安寿 宮の森中学校 中学生女子4611 0:12:51.1 +0:02:24.71305562

水口 珠寿 平中学校 中学生女子3712 0:13:19.7 +0:02:53.31305700

岡本 明 士別朝日中学校 中学生女子3513 0:13:21.1 +0:02:54.7

田中 夢摘美 留萌中学校 中学生女子3814 0:13:22.0 +0:02:55.6

鈴木 志穂 和寒中学校 中学生女子3415 0:14:22.8 +0:03:56.41304850

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 15 15 15なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=5.0km）

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

山下 陽暉 城端中学校 中学生男子1341 0:16:08.3 0:00:00.01304690

鬼頭 壮一郎 和寒中学校 中学生男子1352 0:16:12.3 +0:00:04.01304842

松田 敦士 東神楽中学校 中学生男子1323 0:16:21.3 +0:00:13.01305186

十川 涼矢 和寒中学校 中学生男子1334 0:16:28.4 +0:00:20.11305389

村上 伊吹 和寒中学校 中学生男子1205 0:16:37.7 +0:00:29.4

小千田恭輔 平中学校 中学生男子1316 0:16:53.5 +0:00:45.21304691

宮木 海 大沢野中学校 中学生男子1367 0:16:58.4 +0:00:50.11305503

塚田 大雅 東神楽中学校 中学生男子1288 0:17:08.1 +0:00:59.81305525

石元 蓮 大沢野中学校 中学生男子1259 0:17:18.7 +0:01:10.41305504

池辺 刀那 美瑛中学校 中学生男子12110 0:17:31.9 +0:01:23.6

工藤 隼人 剣淵中学校 中学生男子11511 0:17:39.2 +0:01:30.9

佐々木俊祐 剣淵中学校 中学生男子13012 0:17:53.5 +0:01:45.21305720

吉田 理玖 東神楽中学校 中学生男子11813 0:17:59.0 +0:01:50.7

細川 裕太 城端中学校 中学生男子11114 0:18:04.1 +0:01:55.81305695

杉本 柊 城端中学校 中学生男子12915 0:18:18.9 +0:02:10.61304689

助乗 和樹 東神楽中学校 中学生男子12216 0:18:27.1 +0:02:18.8

川除 大輝 大沢野中学校 中学生男子10917 0:18:38.3 +0:02:30.01305724

宮原 力 東神楽中学校 中学生男子12618 0:18:44.8 +0:02:36.5

上山 龍之介 勝山南部中学校 中学生男子11219 0:18:45.9 +0:02:37.61305330

長屋 圭悟 白滝中学校 中学生男子11420 0:18:49.3 +0:02:41.01305641

原 学人 東神楽中学校 中学生男子11621 0:18:59.7 +0:02:51.4

小千田佳樹 平中学校 中学生男子12422 0:19:06.4 +0:02:58.11305453

三森 楓汀 上滝中学校 中学生男子11023 0:19:16.6 +0:03:08.3

広瀬 崚 大沢野中学校 中学生男子11724 0:19:24.7 +0:03:16.41305725

本田 洸陽 丸瀬布中学校 中学生男子10325 0:19:38.5 +0:03:30.2

渡瀬 晴斗 白滝中学校 中学生男子10726 0:20:02.4 +0:03:54.11305642

中村 賢太 平中学校 中学生男子12327 0:20:06.2 +0:03:57.91304693

河井 朋哉 上滝中学校 中学生男子11928 0:20:22.9 +0:04:14.6

道端 崇行 平中学校 中学生男子10629 0:20:42.2 +0:04:33.9

坂本 環 勝山中部中学校 中学生男子10430 0:20:45.4 +0:04:37.1

中村 駿太 平中学校 中学生男子10831 0:21:13.6 +0:05:05.31305699

芳賀 大和 剣淵中学校 中学生男子11332 0:22:02.6 +0:05:54.3

中谷 亮太 札幌中央中学校 中学生男子12733 0:22:07.4 +0:05:59.1

加藤 一心 上滝中学校 中学生男子10234 0:22:51.8 +0:06:43.5

星澤 克 立命館慶祥中学校 中学生男子10135 0:23:59.8 +0:07:51.51305727
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=5.0km）

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

木村 翔太 東神楽中学校 中学生男子10536 0:25:18.7 +0:09:10.4

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 36 36 36なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=5.0km）

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 女子の部 個人競技

大崎 友花 学習院大学 女子761 0:24:04.9 0:00:00.01305115

高橋 淑子 北海道ﾗｲﾌｽﾎﾟｰﾂ 女子772 0:25:38.9 +0:01:34.0

塙 真紀 学習院大学 女子753 0:25:43.9 +0:01:39.01305116

山岸 由芽 学習院大学 女子74 1305117 DNS

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 4 3 3なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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氏 名 所 属 ク ラ ス 名Bib

2013 FISCHER CUP 第17回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2013.12.27

開始時刻 10:00 終了時刻 12:00

所要タイム タイム差

（L=5.0km）

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 成年男子の部 個人競技

佐藤 友也 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 成年男子1471 0:14:39.8 0:00:00.01300199

前川 翔 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 成年男子1412 0:15:16.5 +0:00:36.71300206

松本 高志 大野ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰSC 成年男子1463 0:16:33.2 +0:01:53.41301082

我妻 諒祐 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 成年男子1434 0:16:39.2 +0:01:59.41304975

新井 健太郎 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 成年男子1405 0:17:43.2 +0:03:03.41303733

池辺 晴彦 美瑛原野AC 成年男子1456 0:19:47.0 +0:05:07.2

小林 滉宣 学習院大学 成年男子1377 0:21:14.2 +0:06:34.4

古川 英伸 千歳寿町内会 成年男子1448 0:21:50.8 +0:07:11.0

大平 信貴 千歳ｽｷｰ連盟 成年男子1399 0:23:43.1 +0:09:03.31304977

加藤 準 下川町役場 成年男子14210 0:24:41.4 +0:10:01.61300125

片岡 大輝 明治学院大学 成年男子13811 0:25:02.9 +0:10:23.11305494

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

10:00 曇り -1.0 -2.0 85.0 0.0 11 11 11なし

風向

ジュリー

技術代表

競技委員長

ｱｼｽﾀﾝﾄＴＤ

嶺村 裕

穴田 義文

長南 広基
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