
氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:00　終了時刻10：09

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=1.5km）

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 小学生1.2年生女子の部　個人競技

金津 美雪 豊岡ＸＣ 小学生1.2年生女子31 0:07:53.9 0:00:00.0

早川 琴菜 豊岡ＸＣ 小学生1.2年生女子12 0:08:12.3 +0:00:18.4

和久 穂香 和寒ＳＳ 小学生1.2年生女子43 0:08:42.5 +0:00:48.6

窪田 くるみ 和寒ＳＳ 小学生1.2年生女子24 0:09:16.0 +0:01:22.1

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 4 4 4なし

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

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:02　終了時刻10:18

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=1.5km）

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 小学生1.2年生男子の部　個人競技

五十嵐硫星 東神楽ＸＣ 小学生1.2年生男子131 0:07:31.2 0:00:00.0

高松 哲朗 朝日ＸＣ 小学生1.2年生男子112 0:07:57.8 +0:00:26.6

吉田 礼 東神楽ＸＣ 小学生1.2年生男子103 0:08:07.3 +0:00:36.1

和久 斡希 和寒ＳＳ 小学生1.2年生男子94 0:08:40.0 +0:01:08.8

中田 晴仁 東神楽ＸＣ 小学生1.2年生男子125 0:08:55.3 +0:01:24.1

渡邊 柊太郎 和寒ＳＳ 小学生1.2年生男子66 0:09:02.9 +0:01:31.7

上川 侑真 士別ＸＣ 小学生1.2年生男子77 0:10:35.7 +0:03:04.5

飯田 理文 東神楽ＸＣ 小学生1.2年生男子58 0:16:19.2 +0:08:48.0

西村 英将 東神楽ＸＣ 小学生1.2年生男子8 DS

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 9 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

高畠　啓博

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:40　終了時刻10:53

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=2km）

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 小学生3.4年生女子の部　個人競技

吉田 さくら 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生女子811 0:08:31.8 0:00:00.0

藤田 優那 鷹栖北野ＸＣ 小学生3.4年生女子782 0:08:47.4 +0:00:15.6

藤田 心那 鷹栖北野ＸＣ 小学生3.4年生女子823 0:08:53.0 +0:00:21.2

五十嵐琴音 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生女子804 0:09:03.8 +0:00:32.0

土池 亜弥 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生女子775 0:09:19.5 +0:00:47.7

小林 暁奈 富沢ジュニアＸＣ 小学生3.4年生女子736 0:09:20.2 +0:00:48.4

道添 未瑚 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生女子757 0:09:26.7 +0:00:54.9

岡田 愛理 鷹栖北野ＸＣ 小学生3.4年生女子798 0:10:02.8 +0:01:31.0

鬼頭 春乃 和寒ＳＳ 小学生3.4年生女子729 0:10:21.2 +0:01:49.4

窪田 さくら 和寒ＳＳ 小学生3.4年生女子7110 0:10:29.6 +0:01:57.8

樫原 早紀 剣淵ＸＣ 小学生3.4年生女子7611 0:11:00.9 +0:02:29.1

衛藤 実結 鷹栖北野ＸＣ 小学生3.4年生女子7012 0:11:30.7 +0:02:58.9

尾崎 みなみ 剣淵ＸＣ 小学生3.4年生女子7413 0:11:58.2 +0:03:26.4

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 -5.0 -5.0 70.0 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

高畠　啓博

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:45　終了時刻11:00

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=2km）

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 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971 0:07:41.2 0:00:00.0

千葉 隆広 鷹栖北野ＸＣ 小学生3.4年生男子892 0:07:52.9 +0:00:11.7

前田 航希 伊の沢ＸＣ少年団 小学生3.4年生男子883 0:08:15.9 +0:00:34.7

富田 紘生 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生男子964 0:08:22.0 +0:00:40.8

飯田 琳久 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生男子955 0:08:28.6 +0:00:47.4

後藤 大志 剣淵ＸＣ 小学生3.4年生男子916 0:08:31.9 +0:00:50.7

中嶋 央二郎 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生男子937 0:08:42.1 +0:01:00.9

和久 泰 和寒ＳＳ 小学生3.4年生男子878 0:08:47.1 +0:01:05.9

竹原 湊 東川クロスカントリース 小学生3.4年生男子869 0:08:52.8 +0:01:11.6

仲谷 陸 東神楽ＸＣ 小学生3.4年生男子9210 0:09:19.2 +0:01:38.0

金津 慶斗 豊岡ＸＣ 小学生3.4年生男子8411 0:09:22.2 +0:01:41.0

三上 竜尚 東川クロスカントリース 小学生3.4年生男子9012 0:09:59.5 +0:02:18.3

中村 光汰 朝日ＸＣ 小学生3.4年生男子8513 0:11:03.8 +0:03:22.6

髙橋 洸樹 富沢ジュニアＸＣ 小学生3.4年生男子9414 0:12:05.9 +0:04:24.7

市橋 宗大 朝日ＸＣ 小学生3.4年生男子8315 0:15:48.7 +0:08:07.5

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 -5.0 -5.0 70.0 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

高畠　啓博

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:06　終了時刻10:24

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=3km）

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 小学生5.6年生女子の部　個人競技

栃谷 天寧 鷹栖小学校 小学生5.6年生女子221 0:11:11.8 0:00:00.0

盛多 ひかる 朝日ＸＣ 小学生5.6年生女子212 0:12:41.7 +0:01:29.9

谷水 七彩 鷹栖北野ＸＣ 小学生5.6年生女子203 0:13:50.3 +0:02:38.5

渡瀬 心優 白滝小学校 小学生5.6年生女子184 0:14:37.4 +0:03:25.6

田口 望愛 東神楽ＸＣ 小学生5.6年生女子165 0:14:41.8 +0:03:30.0

早川 美咲 豊岡ＸＣ 小学生5.6年生女子146 0:15:20.4 +0:04:08.6

湯田 桃花 鷹栖北野ＸＣ 小学生5.6年生女子197 0:16:21.0 +0:05:09.2

山原 唯 鷹栖北野ＸＣ 小学生5.6年生女子158 0:17:11.6 +0:05:59.8

松本 小幸 富沢ジュニアＸＣ 小学生5.6年生女子179 0:17:19.1 +0:06:07.3

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 9 9 9なし

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

長南　広基

嶺村　　裕

朝日クロスカントリースキーコース Page 1/1



氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:15　終了時刻10:31

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=3km）

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 小学生5.6年生男子の部　個人競技

土池 真斗 東神楽ＸＣ 小学生5.6年生男子371 0:11:55.6 0:00:00.0

尾崎 匠 剣淵ＸＣ 小学生5.6年生男子362 0:12:05.6 +0:00:10.0

小林 達矢 富沢ジュニアＸＣ 小学生5.6年生男子323 0:12:18.6 +0:00:23.0

成田 大地 伊の沢ＸＣ少年団 小学生5.6年生男子294 0:12:45.1 +0:00:49.5

合田 優作 和寒ＳＳ 小学生5.6年生男子355 0:12:58.0 +0:01:02.4

中原 有希 東神楽ＸＣ 小学生5.6年生男子266 0:13:38.5 +0:01:42.9

樫原 耕平 剣淵ＸＣ 小学生5.6年生男子337 0:13:49.8 +0:01:54.2

城守 漸 朝日ＸＣ 小学生5.6年生男子278 0:14:52.7 +0:02:57.1

松村 元気 朝日ＸＣ 小学生5.6年生男子249 0:14:59.3 +0:03:03.7

髙橋 柾友 富沢ジュニアＸＣ 小学生5.6年生男子2510 0:15:05.2 +0:03:09.6

西村 俊亮 東神楽ＸＣ 小学生5.6年生男子3011 0:15:37.5 +0:03:41.9

高松 宏多 朝日ＸＣ 小学生5.6年生男子2312 0:16:33.6 +0:04:38.0

鈴木 梨央 伊の沢ＸＣ少年団 小学生5.6年生男子28 DS

中田 圭紀 東神楽ＸＣ 小学生5.6年生男子31 DS

岡崎 哲大 朝日ＸＣ 小学生5.6年生男子34 DS

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 15 12 12なし

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

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:25　終了時刻10:44

所要タイム タイム差

クロスカントリー競技　　（L=3km）

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 中学生女子の部　個人競技

中村 安寿 札幌宮の森中学校 中学生女子541 0:10:43.9 0:00:00.0
1305562

小足 さくら 東神楽中学校 中学生女子502 0:11:03.4 +0:00:19.5
1306627

辻 あすか 和寒中学校 中学生女子583 0:11:05.4 +0:00:21.5
1305713

瀬川 結貴 和寒中学校 中学生女子554 0:11:09.1 +0:00:25.2
1305712

盛多 ゆづき 朝日中学校 中学生女子615 0:11:14.0 +0:00:30.1
1305709

廣瀬 結愛 尚徳中学校 中学生女子566 0:11:17.6 +0:00:33.7

黒田 夏美 勝山南部中学校 中学生女子627 0:11:20.3 +0:00:36.4
1305333

窪井 ゆかり 剣淵中学校 中学生女子598 0:11:27.3 +0:00:43.4
1305719

境 舞香 城端中学校 中学生女子519 0:11:28.6 +0:00:44.7
1305703

山内 美佳 勝山南部中学校 中学生女子5710 0:11:31.1 +0:00:47.2
1306170

小田 亜胡 白嶺中学校 中学生女子4911 0:11:52.5 +0:01:08.6
1306515

広瀬 悠 大沢野中学校 中学生女子6012 0:11:54.9 +0:01:11.0
1305505

宮木 真帆 大沢野中学校 中学生女子4713 0:12:17.8 +0:01:33.9
1306502

水口 珠寿 平中学校 中学生女子5314 0:12:29.1 +0:01:45.2
1305700

田中 夢摘美 留萌中学校 中学生女子5215 0:12:30.7 +0:01:46.8
1305953

又村 葉奈子 東神楽中学校 中学生女子4516 0:12:41.3 +0:01:57.4

鬼頭 くるみ 和寒中学校 中学生女子4117 0:12:41.5 +0:01:57.6
1306683

木田 楓乃 白嶺中学校 中学生女子4618 0:12:56.2 +0:02:12.3
1306514

中村 彩樹 尚徳中学校 中学生女子3919 0:13:14.1 +0:02:30.2

高桑 優衣 白嶺中学校 中学生女子4320 0:13:22.5 +0:02:38.6
1305671

岡本 明 朝日中学校 中学生女子3821 0:14:39.9 +0:03:56.0

松山 媛乃 尚徳中学校 中学生女子4022 0:14:49.1 +0:04:05.2

明瀬 七海 平中学校 中学生女子4823 0:15:07.9 +0:04:24.0
1306503

真井 樹里愛 平中学校 中学生女子4224 0:16:18.7 +0:05:34.8
1306507

松村 美緒 和寒中学校 中学生女子44 DS
1306684

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 25 24 24なし

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

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:57　終了時刻11:32

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

松田 敦士 東神楽中学校 中学生男子1401 0:15:13.4 0:00:00.0
1305186

十川 涼矢 和寒中学校 中学生男子1392 0:15:46.0 +0:00:32.6
1305389

吉田 理玖 東神楽中学校 中学生男子1323 0:16:20.2 +0:01:06.8
1306592

村上 伊吹 和寒中学校 中学生男子1384 0:16:23.4 +0:01:10.0
1305714

池辺 刀那 美瑛中学校 中学生男子1355 0:16:29.0 +0:01:15.6
1306116

宮木 海 大沢野中学校 中学生男子1376 0:16:57.7 +0:01:44.3
1305503

細川 裕太 城端中学校 中学生男子1317 0:17:17.0 +0:02:03.6
1305695

工藤 隼人 剣淵中学校 中学生男子1348 0:17:24.0 +0:02:10.6
1305710

上山 龍之介 勝山南部中学校 中学生男子1289 0:17:29.8 +0:02:16.4
1305330

石元 蓮 大沢野中学校 中学生男子13610 0:17:30.1 +0:02:16.7
1305504

渡瀬 晴斗 白滝中学校 中学生男子12111 0:17:53.3 +0:02:39.9
1305642

川除 大輝 大沢野中学校 中学生男子12912 0:17:57.2 +0:02:43.8
1305724

花田 樹 大沢野中学校 中学生男子10513 0:17:59.0 +0:02:45.6
1306501

広瀬 崚 大沢野中学校 中学生男子13014 0:18:00.7 +0:02:47.3
1305725

長屋 圭悟 白滝中学校 中学生男子12615 0:18:06.1 +0:02:52.7
1305641

佐々木俊祐 剣淵中学校 中学生男子13316 0:18:27.8 +0:03:14.4
1305720

北出 竜之介 鳥越中学校 中学生男子11217 0:18:27.9 +0:03:14.5
1306157

齋藤 俊介 城端中学校 中学生男子11418 0:18:43.1 +0:03:29.7
1305702

原 学人 東神楽中学校 中学生男子12419 0:18:46.7 +0:03:33.3
1306591

竹田 晴紀 鳥越中学校 中学生男子12720 0:18:58.4 +0:03:45.0
1305682

坂本 環 勝山中部中学校 中学生男子12021 0:19:01.4 +0:03:48.0
1306555

三森 楓汀 上滝中学校 中学生男子12322 0:19:07.4 +0:03:54.0
1305706

下 隼生 白嶺中学校 中学生男子11323 0:19:54.3 +0:04:40.9
1306516

山下 翔生 鳥越中学校 中学生男子12524 0:20:07.8 +0:04:54.4
1305683

源 大輝 鳥越中学校 中学生男子10825 0:20:10.4 +0:04:57.0
1306159

林 雅郁志 鳥越中学校 中学生男子10426 0:20:12.7 +0:04:59.3
1306158

道端 崇行 平中学校 中学生男子12227 0:20:24.1 +0:05:10.7
1306071

竹原 敦也 平中学校 中学生男子11528 0:20:28.0 +0:05:14.6
1306505

加藤 一心 上滝中学校 中学生男子11829 0:20:32.4 +0:05:19.0
1305704

松田 裕士 東神楽中学校 中学生男子10230 0:20:32.9 +0:05:19.5
1306639

内藤 蒼 白嶺中学校 中学生男子11131 0:20:42.0 +0:05:28.6
1306518

富田 征樹 東神楽中学校 中学生男子10632 0:20:52.9 +0:05:39.5
1306634

北野 侑 白嶺中学校 中学生男子11033 0:20:58.8 +0:05:45.4
1306513

中村 駿太 平中学校 中学生男子11934 0:21:07.1 +0:05:53.7
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:57　終了時刻11:32

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

中井 椋 平中学校 中学生男子10935 0:21:19.3 +0:06:05.9
1306506

上野 昂哉 白嶺中学校 中学生男子10336 0:21:51.7 +0:06:38.3
1306512

山口 業順 白嶺中学校 中学生男子10737 0:22:14.2 +0:07:00.8
1306521

木村 翔太 東神楽中学校 中学生男子11738 0:22:17.7 +0:07:04.3
1310002

善田 迅 鳥越中学校 中学生男子10139 0:23:51.6 +0:08:38.2
1306517

村岡 来玖 和寒中学校 中学生男子116 DS
1306685

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 40 39 39なし

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

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻10:51　終了時刻11:16

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 女子の部　個人競技

水野 ひかる 旭川商業高等学校 女子1001 0:20:53.3 0:00:00.0
1304854

大崎 友花 学習院大学 女子992 0:23:57.4 +0:03:04.1
1305115

塙 真紀 学習院大学 女子983 0:24:36.7 +0:03:43.4
1305116

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 -5.0 -5.0 70.0 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

高畠　啓博

長南　広基

嶺村　　裕
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氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2014 FISCHER CUP 第18回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2014.12.26

開始時刻11:11　終了時刻11:34

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 成年男子の部　個人競技

江川 聡 第18普通科連隊 成年男子1471 0:16:09.8 0:00:00.0
1300005

松本 高志 大野CS 成年男子1462 0:16:43.0 +0:00:33.2
1301082

広瀬 右京 学習院大学 成年男子1423 0:18:42.0 +0:02:32.2
1305112

池辺 晴彦 美瑛原野AC 成年男子1454 0:20:20.0 +0:04:10.2

小林 滉宜 学習院大学 成年男子1415 0:21:01.1 +0:04:51.3
1305738

大平 信貴 千歳スキー連盟 成年男子1446 0:22:48.1 +0:06:38.3
1304977

谷田 智 大阪産業大学 成年男子143 DS
1301160

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 -5.0 -5.0 70.0 0.0 7 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

高畠　啓博

長南　広基

嶺村　　裕
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