
氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:00　終了時刻10:10

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 小学生女子1.2年生の部　個人競技

太田 梓彩桜 伊の沢ＸＣ 小学生女子1.2年生21 0:08:43.4 0:00:00.0

小池 柚芭 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子1.2年生32 0:08:46.4 +0:00:03.0

衛藤 沙弥 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子1.2年生43 0:08:48.8 +0:00:05.4

谷水 乃彩 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子1.2年生14 0:08:59.0 +0:00:15.6

梅澤 絆奈 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子1.2年生55 0:09:29.0 +0:00:45.6

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 5 5 5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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:03　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 小学生男子1.2年生の部　個人競技

吉田 礼 東神楽ＸＣ 小学生男子1.2年生141 0:07:16.8 0:00:00.0

石原 喬 東川ＸＣ 小学生男子1.2年生132 0:07:47.5 +0:00:30.7

菊地 斗夢 当麻ＸＣ 小学生男子1.2年生153 0:08:02.5 +0:00:45.7

中屋 嬉春 東神楽ＸＣ 小学生男子1.2年生104 0:08:53.7 +0:01:36.9

大久保翔稀 伊の沢ＸＣ 小学生男子1.2年生115 0:09:13.3 +0:01:56.5

飯田 理文 東神楽ＸＣ 小学生男子1.2年生126 0:11:19.5 +0:04:02.7

神田 凰介 余市ジャンプ少年団 小学生男子1.2年生87 0:11:44.4 +0:04:27.6

美頭 知明 当麻ＸＣ 小学生男子1.2年生68 0:12:11.3 +0:04:54.5

藤田 仰輝 鷹栖北野ＸＣ 小学生男子1.2年生99 0:12:23.9 +0:05:07.1

佐藤 慶 東川ＸＣ 小学生男子1.2年生710 0:15:48.3 +0:08:31.5

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 10 10 10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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:42　終了時刻10:55

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 小学生女子3.4年生の部　個人競技

池田 葉月 蘭越ＸＣ少年団 小学生女子3.4年生701 0:08:40.3 0:00:00.0

金津 美雪 豊岡ＸＣ 小学生女子3.4年生672 0:09:05.4 +0:00:25.1

藤田 優那 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子3.4年生713 0:09:16.0 +0:00:35.7

早川 琴菜 豊岡ＸＣ 小学生女子3.4年生644 0:10:02.9 +0:01:22.6

窪田 くるみ 和寒SSクロスカントリー 小学生女子3.4年生635 0:10:21.6 +0:01:41.3

上野 朝香 豊岡ＸＣ 小学生女子3.4年生626 0:10:33.0 +0:01:52.7

衛藤 実結 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子3.4年生697 0:10:45.8 +0:02:05.5

和久 穂香 和寒SSクロスカントリー 小学生女子3.4年生658 0:11:02.9 +0:02:22.6

尾崎 みなみ 剣淵ＸＣ 小学生女子3.4年生669 0:11:57.3 +0:03:17.0

美頭 悠那 当麻ＸＣ 小学生女子3.4年生6110 0:13:21.1 +0:04:40.8

樫原 早紀 剣淵ＸＣ 小学生女子3.4年生68 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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 11 10 10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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:47　終了時刻11:03

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 小学生男子3.4年生の部　個人競技

石原 徳 東川ＸＣ 小学生男子3.4年生891 0:08:17.0 0:00:00.0

前田 航希 伊の沢ＸＣ 小学生男子3.4年生902 0:08:41.3 +0:00:24.3

三上 竜尚 東川ＸＣ 小学生男子3.4年生873 0:08:54.2 +0:00:37.2

竹原 湊 東川ＸＣ 小学生男子3.4年生854 0:08:56.5 +0:00:39.5

五十嵐硫星 東神楽ＸＣ 小学生男子3.4年生825 0:09:19.9 +0:01:02.9

千葉 隆広 鷹栖北野ＸＣ 小学生男子3.4年生916 0:09:29.2 +0:01:12.2

西潟 航矢 東川ＸＣ 小学生男子3.4年生837 0:09:54.1 +0:01:37.1

高松 哲朗 朝日ＸＣ 小学生男子3.4年生808 0:10:04.5 +0:01:47.5

和久 斡希 和寒SSクロスカントリー 小学生男子3.4年生819 0:10:27.6 +0:02:10.6

早坂 柊哉 鷹栖北野ＸＣ 小学生男子3.4年生8810 0:10:53.0 +0:02:36.0

渡邊 柊太郎 和寒SSクロスカントリー 小学生男子3.4年生7911 0:11:10.6 +0:02:53.6

中田 晴仁 東川ＸＣ 小学生男子3.4年生7212 0:11:12.4 +0:02:55.4

髙橋 洸樹 富沢ジュニアＸＣ 小学生男子3.4年生8413 0:11:17.6 +0:03:00.6

嶋貫 日向 伊の沢ＸＣ 小学生男子3.4年生7714 0:11:32.8 +0:03:15.8

木本 壱成 伊の沢ＸＣ 小学生男子3.4年生7315 0:11:56.3 +0:03:39.3

芳賀 大陽 剣淵ＸＣ 小学生男子3.4年生7816 0:12:02.5 +0:03:45.5

中村 光汰 朝日ＸＣ 小学生男子3.4年生8617 0:12:31.2 +0:04:14.2

村上 楓人 和寒SSクロスカントリー 小学生男子3.4年生7418 0:12:32.9 +0:04:15.9

永易 幸太 和寒SSクロスカントリー 小学生男子3.4年生7619 0:13:03.8 +0:04:46.8

千葉 遥翔 東神楽ＸＣ 小学生男子3.4年生7520 0:14:19.8 +0:06:02.8

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 20 20 20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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:07　終了時刻10:29

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 小学生女子5.6年生の部　個人競技

栃谷 天寧 鷹栖小学校 小学生女子5.6年生311 0:11:29.5 0:00:00.0

吉田 さくら 東神楽ＸＣ 小学生女子5.6年生232 0:13:28.5 +0:01:59.0

谷水 七彩 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子5.6年生293 0:13:57.1 +0:02:27.6

藤田 心那 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子5.6年生244 0:14:12.2 +0:02:42.7

谷口 聖実 当麻ＸＣ 小学生女子5.6年生305 0:14:46.8 +0:03:17.3

五十嵐琴音 東神楽ＸＣ 小学生女子5.6年生216 0:14:47.0 +0:03:17.5

道添 未瑚 東神楽ＸＣ 小学生女子5.6年生197 0:14:47.8 +0:03:18.3

土池 亜弥 東神楽ＸＣ 小学生女子5.6年生178 0:14:50.2 +0:03:20.7

岡田 愛理 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子5.6年生229 0:15:06.1 +0:03:36.6

湯田 桃花 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子5.6年生2710 0:17:20.9 +0:05:51.4

窪田 さくら 和寒SSクロスカントリー 小学生女子5.6年生1611 0:17:25.2 +0:05:55.7

千葉 彩花 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子5.6年生2612 0:17:39.5 +0:06:10.0

鬼頭 春乃 和寒SSクロスカントリー 小学生女子5.6年生2013 0:18:03.9 +0:06:34.4

松本 小幸 富沢ジュニアＸＣ 小学生女子5.6年生2514 0:18:22.7 +0:06:53.2

山原 唯 鷹栖北野ＸＣ 小学生女子5.6年生1815 0:18:25.6 +0:06:56.1

福原 和子 当麻ＸＣ 小学生女子5.6年生2816 0:19:22.0 +0:07:52.5

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 16 16 16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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:18　終了時刻10:41

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 小学生男子5.6年生の部　個人競技

成田 大地 伊の沢ＸＣ 小学生男子5.6年生511 0:12:34.6 0:00:00.0

梅澤 聡嗣 鷹栖北野ＸＣ 小学生男子5.6年生452 0:12:36.3 +0:00:01.7

中嶋 央二郎 東神楽ＸＣ 小学生男子5.6年生403 0:13:28.4 +0:00:53.8

神 康人 留萌ＸＣ 小学生男子5.6年生494 0:13:32.1 +0:00:57.5

飯田 琳久 東神楽ＸＣ 小学生男子5.6年生385 0:13:33.4 +0:00:58.8

富田 紘生 東川ＸＣ 小学生男子5.6年生416 0:13:52.1 +0:01:17.5

土屋 和輝 当麻ＸＣ 小学生男子5.6年生437 0:14:08.8 +0:01:34.2

金津 慶斗 豊岡ＸＣ 小学生男子5.6年生398 0:14:14.0 +0:01:39.4

髙橋 柾友 富沢ジュニアＸＣ 小学生男子5.6年生479 0:14:21.2 +0:01:46.6

後藤 大志 剣淵ＸＣ 小学生男子5.6年生4210 0:14:55.8 +0:02:21.2

城守 漸 朝日ＸＣ 小学生男子5.6年生4811 0:15:20.9 +0:02:46.3

和久 泰 和寒SSｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ少年 小学生男子5.6年生4412 0:15:39.5 +0:03:04.9

仲谷 陸 東神楽ＸＣ 小学生男子5.6年生3613 0:15:44.9 +0:03:10.3

伊藤 善次郎 東神楽ＸＣ 小学生男子5.6年生3314 0:16:12.5 +0:03:37.9

松村 元気 朝日ＸＣ 小学生男子5.6年生4615 0:16:15.7 +0:03:41.1

山川 慶真 上富良野ＸＣ 小学生男子5.6年生3416 0:17:00.9 +0:04:26.3

山下 拓冬 鷹栖北野ＸＣ 小学生男子5.6年生3717 0:17:14.3 +0:04:39.7

久木 颯太 伊の沢ＸＣ 小学生男子5.6年生3218 0:20:22.4 +0:07:47.8

市橋 宗大 朝日ＸＣ 小学生男子5.6年生3519 0:22:49.1 +0:10:14.5

中原 有希 東神楽ＸＣ 小学生男子5.6年生50 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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 20 19 19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

朝日クロスカントリースキーコース Page 1.0



氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:30　終了時刻10:48

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

小足 さくら 東神楽中学校 中学生女子1211 0:11:14.7 0:00:00.0
1306627

髙橋 実紗希 留萌中学校 中学生女子1132 0:11:52.3 +0:00:37.6
1307358

谷口 愛実 当麻中学校 中学生女子1163 0:11:53.5 +0:00:38.8
1306629

盛多 ゆづき 剣淵中学校 中学生女子1174 0:11:57.6 +0:00:42.9
1305709

辻 あすか 和寒中学校 中学生女子1185 0:11:59.3 +0:00:44.6
1305713

瀬川 結貴 和寒中学校 中学生女子1206 0:12:02.1 +0:00:47.4
1305712

境 舞香 城端中学校 中学生女子1157 0:12:09.4 +0:00:54.7
1305703

髙山 綾子 当麻中学校 中学生女子1198 0:12:27.8 +0:01:13.1
1305764

松村 美緒 和寒中学校 中学生女子1149 0:12:32.6 +0:01:17.9
1306684

宮木 真帆 大沢野中学校 中学生女子11010 0:12:40.5 +0:01:25.8
1306502

田中 夢摘美 留萌中学校 中学生女子10911 0:12:43.8 +0:01:29.1
1305953

鬼頭 くるみ 和寒中学校 中学生女子10712 0:13:15.8 +0:02:01.1
1306683

多賀 那奈 上滝中学校 中学生女子10413 0:13:24.9 +0:02:10.2
1307018

土屋 穂乃花 当麻中学校 中学生女子11214 0:13:44.6 +0:02:29.9
1306630

明瀬 七海 平中学校 中学生女子10815 0:14:39.7 +0:03:25.0
1306503

石田 なつみ 当麻中学校 中学生女子10316 0:15:07.4 +0:03:52.7
1307289

三森 結葉 上滝中学校 中学生女子10117 0:16:19.1 +0:05:04.4
1307019

真井 樹里愛 平中学校 中学生女子10518 0:16:59.0 +0:05:44.3
1306507

丘村 加名 平中学校 中学生女子10219 0:17:16.1 +0:06:01.4

岡本 明 朝日中学校 中学生女子10620 0:17:44.1 +0:06:29.4

水口 珠寿 平中学校 中学生女子111
1305700

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 21 20 20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

朝日クロスカントリースキーコース Page 1.0



氏　　名 所　　　　　　属 ク　ラ　ス　名Bib

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻10:54　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 一般女子の部　個人競技

橋本 ゆず菜 飛騨高山高校 一般女子1331 0:20:06.8 0:00:00.0
1305566

東濃 映里佳 飛騨高山高校 一般女子1352 0:20:29.3 +0:00:22.5
1304409

水野 ひかる 旭川商業高校 一般女子1343 0:22:19.1 +0:02:12.3
1304854

大崎 友花 学習院大学 一般女子1324 0:25:21.5 +0:05:14.7
1305115

塙 真紀 学習院大学 一般女子1315 0:27:57.2 +0:07:50.4
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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 5 5 5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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻11:00　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

吉田 理玖 東神楽中学校 中学生男子1641 0:16:27.4 0:00:00.0
1306592

村上 伊吹 和寒中学校 中学生男子1652 0:16:37.7 +0:00:10.3
1305714

池辺 刀那 美瑛中学校 中学生男子1633 0:16:44.7 +0:00:17.3
1306116

花田 樹 大沢野中学校 中学生男子1534 0:17:49.8 +0:01:22.4
1306501

工藤 隼人 剣淵中学校 中学生男子1625 0:17:54.0 +0:01:26.6
1305710

稲田 貴 当麻中学校 中学生男子1476 0:17:58.3 +0:01:30.9
1307290

青野 亜斗夢 上富良野ＸＣ少年団 中学生男子1577 0:18:09.2 +0:01:41.8

広瀬 崚 大沢野中学校 中学生男子1618 0:18:10.8 +0:01:43.4
1305725

川除 大輝 大沢野中学校 中学生男子1559 0:18:21.9 +0:01:54.5
1305724

村岡 来玖 和寒中学校 中学生男子16010 0:18:40.2 +0:02:12.8
1306685

黒部 豪摩 当麻中学校 中学生男子15811 0:18:46.1 +0:02:18.7
1306626

三森 楓汀 上滝中学校 中学生男子15912 0:18:55.9 +0:02:28.5
1305706

青野 叶夢 上富良野ＸＣ少年団 中学生男子14913 0:19:09.0 +0:02:41.6

髙田 道希 平中学校 中学生男子15214 0:19:10.9 +0:02:43.5
1306504

竹原 敦也 平中学校 中学生男子15415 0:19:38.8 +0:03:11.4
1306505

道端 崇行 平中学校 中学生男子15616 0:19:55.9 +0:03:28.5
1306071

中井 椋 平中学校 中学生男子15117 0:19:57.6 +0:03:30.2
1306506

長谷 怜信 平中学校 中学生男子14818 0:19:58.6 +0:03:31.2

尾崎 匠 剣淵中学校 中学生男子15019 0:20:37.7 +0:04:10.3
1307345

小川 耕助 大沢野中学校 中学生男子14220 0:21:15.5 +0:04:48.1
1307072

村田 大翔 当麻中学校 中学生男子14621 0:21:39.8 +0:05:12.4
1307301

樫原 耕平 剣淵中学校 中学生男子14522 0:21:57.8 +0:05:30.4
1307346

芳賀 護大 剣淵中学校 中学生男子14123 0:22:46.5 +0:06:19.1
1307347

宮本 友哉 平中学校 中学生男子14424 0:23:52.9 +0:07:25.5
1307163

山本 優空 平中学校 中学生男子14325 0:31:32.7 +0:15:05.3
1307164

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 25 25 25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

2015 FISCHER CUP 第19回 朝日ノルディックスキー大会

順位

2015.12.26

開始時刻11:08　終了時刻11:43

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 一般男子の部　個人競技

佐藤 友也 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 一般男子1871 0:16:06.4 0:00:00.0
1300199

中切 虎太郎 高山工業高校 一般男子1812 0:17:04.5 +0:00:58.1
1305815

前川 翔 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 一般男子1843 0:17:06.3 +0:00:59.9
1300206

西本 篤史 飛騨高山高校 一般男子1834 0:17:08.9 +0:01:02.5
1305390

沖田 裕太 飛騨神岡高校 一般男子1775 0:18:11.9 +0:02:05.5
1305393

柿本 海都 高山工業高校 一般男子1746 0:18:17.4 +0:02:11.0
1306172

森川 義和 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 一般男子1827 0:18:47.3 +0:02:40.9
1305382

山越 恵耶 高山工業高校 一般男子1768 0:18:47.6 +0:02:41.2
1305817

佐藤 友紀 留萌ﾊﾞｲｱｽﾛﾝ 一般男子1809 0:19:17.7 +0:03:11.3
1300063

石原 怜甫 旭川東高校 一般男子17910 0:20:01.1 +0:03:54.7
1305373

広瀬 右京 学習院大学 一般男子17811 0:20:19.7 +0:04:13.3
1305112

池辺 晴彦 MUUR－ZERO 一般男子18512 0:21:59.9 +0:05:53.5

赤司 凌 学習院大学 一般男子17513 0:24:55.2 +0:08:48.8
1306255

大平 信貴 千歳ｽｷｰ連盟 一般男子17214 0:27:19.5 +0:11:13.1
1304977

伊藤 慧 学習院大学 一般男子17315 0:35:16.0 +0:19:09.6
1307139

加藤 準 下川町役場 一般男子171
1300125

DNS

江川 聡 第18普通科連隊 一般男子186
1300005

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 -6.0 -0.1 82.0 0.0 17 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

朝日クロスカントリースキーコース Page 1.0


