
氏　　　　名 所　　　　　　　　　　　属Bib

第49回　北海道中学校スキー大会

順位

2017.01.15

開始時刻10:30　終了時刻11:04

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 男 子 フリー　個人競技

ジュリー

技術代表

競技委員長

コース係長

金谷　浩克

穴田　義文

穴田　恒夫

コース情報

コース名：

距　離：

周回数：

朝日クロスカントリースキーコース

5

1

km

周

1 京極中学校66 0:14:43.5 0:00:00.0森口　翔太 (3)

2 神居東中学校67 0:14:48.4 +0:00:04.9戸松　秀斗 (3)

3 名寄東中学校62 0:14:58.3 +0:00:14.8三上　琢真 (2)

4 東神楽中学校48 0:15:10.2 +0:00:26.7富田　征樹 (3)

5 東神楽中学校61 0:15:14.1 +0:00:30.6松田　裕士 (3)

6 名寄東中学校50 0:15:16.5 +0:00:33.0三上　玲央 (3)

7 東白石中学校65 0:15:29.7 +0:00:46.2藤本　航平 (3)

8 真狩中学校63 0:15:36.5 +0:00:53.0馬渕　紘人 (2)

9 赤井川中学校68 0:15:41.0 +0:00:57.5工藤　大空 (3)

10 神居東中学校57 0:15:43.5 +0:01:00.0細川　徹哉 (3)

11 神居東中学校53 0:15:49.9 +0:01:06.4橋場　陸 (3)

12 恵み野中学校56 0:15:54.5 +0:01:11.0山石　大介 (3)

13 西部中学校51 0:15:57.1 +0:01:13.6三橋　昇平 (3)

14 神居東中学校44 0:16:00.1 +0:01:16.6堀　陽登 (3)

15 和寒中学校64 0:16:01.4 +0:01:17.9村岡　来玖 (3)

16 当麻中学校46 0:16:05.3 +0:01:21.8稲田　貴 (2)

17 西岡北中学校41 0:16:06.7 +0:01:23.2上田　千春 (2)

18 神居東中学校34 0:16:07.9 +0:01:24.4小林　達矢 (2)

19 屈足中学校58 0:16:13.7 +0:01:30.2木綿　啓太 (2)

20 神居東中学校43 0:16:14.4 +0:01:30.9八木　征哉 (3)

21 美幌･北中学校59 0:16:17.1 +0:01:33.6久保　颯大 (1)

22 東神楽中学校29 0:16:24.8 +0:01:41.3土池　真斗 (2)

23 東川中学校45 0:16:28.9 +0:01:45.4川口　颯希 (1)

24 上富良野中学校49 0:16:29.2 +0:01:45.7青野　叶夢 (2)

25 倶知安中学校42 0:16:32.6 +0:01:49.1古市　駿 (2)

26 赤井川中学校36 0:16:36.0 +0:01:52.5村井　陸斗 (3)

27 剣淵中学校39 0:16:42.9 +0:01:59.4尾崎　匠 (2)

28 平岡中央中学校55 0:16:43.4 +0:01:59.9中谷　研斗 (2)

29 富良野西中学校54 0:16:46.3 +0:02:02.8小池　駿介 (1)

30 喜茂別中学校37 0:16:52.4 +0:02:08.9永井　祥生 (3)

31 東神楽中学校30 0:16:55.7 +0:02:12.2又村　光 (2)

32 神居東中学校21 0:17:09.5 +0:02:26.0白取　瑠斗 (3)

33 当麻中学校38 0:17:14.4 +0:02:30.9松山　豪摩 (3)

34 倶知安中学校24 0:17:17.9 +0:02:34.4フィンドレー　元 (2)

35 北見･北中学校52 0:17:23.5 +0:02:40.0安田　留伊 (2)

36 太平中学校28 0:17:25.5 +0:02:42.0鹿野　海人 (3)

37 神居東中学校35 0:17:27.7 +0:02:44.2成田　大地 (1)

38 美幌･北中学校32 0:17:30.5 +0:02:47.0伊藤　大輝 (1)

39 上川中学校7 0:17:34.0 +0:02:50.5小林　健人 (2)

40 桜岡中学校6 0:17:36.3 +0:02:52.8佐藤　汰樹 (2)

41 神居東中学校11 0:17:36.4 +0:02:52.9小田　響 (3)

42 倶知安中学校31 0:17:38.2 +0:02:54.7岡田　将弥 (3)

43 東川中学校22 0:17:46.4 +0:03:02.9島田　悟輔 (1)

44 東神楽中学校10 0:17:47.1 +0:03:03.6中原　有希 (1)

45 留萌中学校60 0:18:00.5 +0:03:17.0神　康人 (1)

46 上川中学校13 0:18:09.9 +0:03:26.4佐藤　龍希 (3)
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氏　　　　名 所　　　　　　　　　　　属Bib

第49回　北海道中学校スキー大会

順位

2017.01.15

開始時刻10:30　終了時刻11:04

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 男 子 フリー　個人競技

47 赤井川中学校26 0:18:10.6 +0:03:27.1佐々木　勇舞 (2)

48 喜茂別中学校16 0:18:12.6 +0:03:29.1三田　歓平 (1)

49 当麻中学校14 0:18:14.9 +0:03:31.4村田　大翔 (2)

50 剣淵中学校9 0:18:28.1 +0:03:44.6樫原　耕平 (2)

51 剣淵中学校27 0:18:28.7 +0:03:45.2芳賀　護大 (2)

52 神居東中学校3 0:18:51.5 +0:04:08.0鈴木　梨央 (2)

53 真駒内曙中学校15 0:18:57.0 +0:04:13.5古田　歩 (1)

54 倶知安中学校18 0:19:06.1 +0:04:22.6高田　峻平 (1)

55 麓郷中学校40 0:19:16.9 +0:04:33.4清水　涼平 (2)

56 屈足中学校47 0:19:26.4 +0:04:42.9渡辺　海翔 (2)

57 倶知安中学校5 0:19:52.5 +0:05:09.0谷　春和 (1)

58 新得中学校33 0:20:08.4 +0:05:24.9上田　真也 (1)

59 麓郷中学校25 0:20:24.3 +0:05:40.8杉本　塁 (2)

60 上川中学校2 0:20:31.1 +0:05:47.6髙橋　歩夢 (2)

61 麓郷中学校23 0:20:44.7 +0:06:01.2髙田　眞太 (1)

62 上富良野中学校19 0:20:47.0 +0:06:03.5宮岡　諒一 (2)

63 麓郷中学校12 0:22:48.6 +0:08:05.1頓所　功基 (1)

64 美瑛中学校1 0:23:16.5 +0:08:33.0狩野　弥紀 (2)

65 麓郷中学校4 0:24:29.4 +0:09:45.9白井　孝太郎 (3)

66 相内中学校17 0:25:01.8 +0:10:18.3本保　森魚 (2)

67 屈足中学校20 0:26:15.6 +0:11:32.1目黒　蒼天斗 (2)

倶知安中学校8 DNS谷　南和 (1)

セクレタリー

金谷　浩克 長南　広基

10:30 曇り -10.0 -8.0 90.0 北東 0.5 68 67 67

気象情報

温　　　度
時　刻 天　候

気温[℃] 雪温[℃]
湿度[％] 風速[m/s]風　向

競技情報

競　技　者　[人]
エントリー スタート 順位取得

技術代表
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