
 
 

２019 年 2 月 15 日（金） 
１９：３０～ テクニカルミーティング・スタート抽選 

２019 年 2 月 1６日（土） 
１０：００～ 受付開始・トレーニングコースオープン 
１２：００～ 開会式 
１３：３０～ スプリント競技 
１５：００～ フィニッシュ閉鎖・表彰式 
１９：３０～ テクニカルミーティング・スタート抽選 

２019 年 2 月 17 日（日） 
０９：００～ 受付開始 
１０：００～ ミドル・ディスタンス競技 
１２：３０～ フィニッシュ閉鎖・表彰式・閉会式 

   
主 催  （公社）日本オリエンテーリング協会 

共 催  青森県オリエンテーリング協会 

主 管  全日本スキーオリエンテーリング選手権大会実行委員会 

後 援  大鰐町、大鰐町教育委員会、（一財）青森県スキー連盟、大鰐スキークラブ、東洋建物管理（株） 

協 力  青森ワイナリーホテル、あじゃらで遊ぶ、スポネット弘前、阿闍羅アスリートクラブ 

協 賛  （株）アークコミュニケーションズ、（株）ニチレイ 

 

運 営 責 任 者：幸山敏克 

競 技 責 任 者：信原 靖 

コ ー ス 設 定 者：日下雅広 

イベントアドバイザー：田中 徹 

 
  

第 ８回 全 日 本 ス キーオリエ ンテーリ ング選 手 権 大 会  
＜ミドル・ディスタンス競 技 ＞ 

＜スプリント競 技 ＞ 

大 会 プ ロ グ ラ ム 
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ごあいさつ 

青森県オリエンテーリング協会 

会  長  久 道  達 夫 

 

 

第８回全日本スキーオリエンテーリング選手権大会開催に当たり各地から、ここ青森県

大鰐町に多数のスキーオリエンティアをお迎えして、大会を開催できますことを大変嬉し

く思います。これまで厳しいトレーニングを重ね、本大会へ出場される選手の皆様を心か

ら歓迎申し上げます 

大鰐町は、津軽平野の南端に位置し豊かな自然と緑に恵まれ、津軽の奥座敷として四季

折々の美しさを満喫させてくれる「いで湯」と「スキー」の里です。 

大会会場となる大鰐スキー場は、青森県におけるスキー発祥の地であります。明治の末、

弘前第八師団の将校が新潟県高田でオーストリアのレルヒ中佐から講習を受け、ここ大鰐

の地でスキー技術を広く伝えております。このような歴史を持つこの地において、当時の

ことに想いを馳せつつスキーオリエンテーリングを楽しんでいただければ幸いです。 

今から約８００年前、円智上人がこの地で病に罹り寝込んでいたところ、大日如来の分

身が夢枕に立ち、この地に湧き出る温泉に土用・丑の日に沐浴すれば病が治ると御告げが

あり大鰐温泉の発見につながったと伝えられています。レースの後は、大鰐の湯っこも楽

しんでいただけると幸いです。 

さて、本大会は、青森県における初めてのスキーオリエンテーリング大会開催となりま

す。大会実行委員会では、選手の皆様に満足していただけるイベントになるよう、阿闍羅

山を中心にアウトドア活動や登山道整備等をしているボランティア団体である「あじゃら

で遊ぶ」とともに準備を行って参りました。選手の皆様におかれましては、日ごろのトレ

ーニングの成果を思う存分発揮していただき、

思う存分あじゃらで遊んでいただきたいと思い

ます。 

結びに、今大会の開催にあたり、素晴らしい

競技環境の開放及び大会会場、宿泊について多

大な便宜を図ってくださいました青森ワイナリ

ーホテル様に心より感謝申し上げます。また、

大会開催にご理解とご協力をいただきました大

鰐町、大鰐町教育委員会、東洋建物管理株式会

社、青森県スキー連盟、大鰐スキークラブをは

じめ関係各機関、団体各位に感謝申し上げると

ともにご参加の皆様のご健勝をお祈りし、挨拶

といたします。 
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大会会場への交通 ・ 宅配荷物の宛先 
 

大会会場への交通 
 
大会会場は「青森ワイナリーホテル」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大鰐温泉駅から大会会場まで、ホテルの無料送迎を利

用できます。 

参加申込時に申告された希望時間で予約を入れてあ

ります。申込みが無い時間帯のバス便は欠航します。

時間変更、交通事情等による遅れなどが発生した場合

は、大会問合せ先またはホテルまでご連絡をお願いし

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大鰐温泉駅発 ホテル着 大鰐温泉駅発 ホテル着 ホテル発 大鰐温泉駅着 ホテル発 大鰐温泉駅着

8:15 8:40 8:15 8:40

9:10 9:35 9:10 9:35

10:10 10:35 10:10 10:35

11:15 11:40 11:15 11:40

12:15 12:40 12:10 12:35 12:10 12:35

13:10 13:35

14:15 14:40 14:15 14:40

15:05 15:30 15:05 15:30

16:15 16:40 16:15 16:40

18:15 18:40 18:15 18:40 18:10 18:35 18:10 18:35

復路

１６日（土） １７日（日）１５日（金） １６日（土）

往路
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大会会場への道は険

しく、厳冬期のため、

公共交通機関の利用

を強く推奨します 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

スキー等 宅配荷物の受け取り先について 
 
到着後すぐ競技準備をされる方は宅配荷物の発送先を 

〒038-0223 

青森県南津軽郡大鰐町大字島田字滝ノ沢 100-9 青森ワイナリーホテル 

Tel 0172-48-2881 

宛に発送してください。 

発送伝票に 

「2/16 チェックイン スキーオリエンテーリング参加者 〇〇 〇〇（お名前）」 

と明記してください。荷物を大会受付の横で受け取ることができます。 

発送伝票控を忘れずにお持ちになることをおすすめいたします。 
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・ホテルの入室手続きは運営者がま

とめて行います。チェックインの

時間は 15:00 以降、チェックアウ

トの時間は 10：00 までです。お荷

物は大会会場横に置くことができ

ます。ただし、貴重品の管理は各自

で行ってください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・両日ともに大会参加者専用のワクシングスペースが用意されております。利用時間は８～２２時です。 

・ホテル内はスキーブーツが禁止となっています。クロカンブーツも玄関出入り口での着用をお願いします。 

・夕食 18時～19 時（19時 30 分終了）、朝食 7時～8時 30 分（9時終了） 

 
 

問い合わせ・当日緊急連絡先について 
 
  ◎大会の有無について 

本大会は荒天等（視界不良の濃霧、吹雪など）主催者が参加者の安全が確保できないと判断した場合、一部また

は全部中止もしくは短縮コースになることがあります。競技情報は逐次公式掲示板にて発表いたします。 

 

◎大会全般のお問い合わせ 

大会本部  E-mail skio_info(アットマーク)o-hokkaido.com 

幸山敏克  携帯  090-9034-4084 

信原 靖  携帯  090-4877-9775 

  

大会周辺図 ・ 会場図 
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開催概要 
 

大会スケジュール 
 

  ２月１５日（金）  テクニカルミーティング 
 

大会要項では、２月１５日より受付、トレーニングコースを準備する予定でしたが、事前申込みの状況から参加

者が見込まれないため、中止とします。また開会式は１６日に行います。 

 

19:30～20:00 テクニカルミーティング   運営者用客室 

・テクニカルミーティングを行います。翌日のレースについての質問事項は前ページの「大会全般の

お問い合わせ」に E-mail で、19:00 までに送信してください。 

・テクニカルミーティング終了後に、翌日のスタート時刻の抽選を行います。 

 

 

 

２月１６日（土）  スプリント競技 
 

競技情報 地図 縮尺 1：5,000  等高線間隔 5ｍ 2019 年青森県オリエンテーリング協会作成 

       Ａ４版５色刷 ISski-OM2014 準拠 EMIT 社製電子式コントロール使用 

トラックの割合（圧雪車圧雪：スノーモービル圧雪：スキー圧雪）は当日発表します。 

 

10:00～    大会受付   メインダイニング「ラ・タヴェル」（別館１階） 

・全ての参加者は必ず受付をお通りください。 

・受付ではビブス、コントロールカード等配布物がありますので受け取ってください。参加同意書の

提出をお願いします。参加料に不備があった場合、ここで清算していただきます。 

・コンパス、スキー、マップホルダーのレンタルを希望される方は受付へ申し出てください。返却ま

で責任をもって保管してください。 

・公式掲示板を受付横に設置しますので必ずご覧ください。 

・スタート地区は受付から徒歩で約 5分の位置にスタート地区があります。誘導はありません。係員

の指示に従ってください。 

 
10:00～      トレーニングコース開設 

・10:00 からホテル横の一部をトレー

ニングコースとして開放します。た

だし、積雪が少ない場合はオープン

をしていないことも考えられます。

会場近くに立入禁止エリアがあり

ます。係員の指示に従ってくださ

い。 

・「大鰐町クロスカントリースキー競

技コース」をトレーニングコースと

して利用できます。利用希望者は注

意事項がありますので、必ず受付に

申し出ていただき、係員の指示に従

ってください。 

 

          更衣室・荷物置き場  

・更衣室は受付近くに準備しています。更衣室内に荷物の放置はご遠慮ください。 

・荷物置き場として大会会場を利用できます。ただし、貴重品の管理は各自で行ってください。 
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12:00～      開会式・スタートリスト公開   メインダイニング「ラ・タヴェル」 

・12:00 から開会式を行います。 

・スプリント競技のスタートリストを公開します。 

 

13:00～14:00  スタート 

・トップスタートは 13:30 でタイムスタートです。 

・受付からスタート地区まで徒歩約 5分です。誘導はありません。係員の指示に従ってください。ス

タート地区には風雪をしのげる場所はありません。スタート地区に荷物を置くことはできません。

スタート地区にトイレはありません。 

・ウォーミングアップエリアは受付からスタート地区までの誘導区間のみです。 

・コントロールカードのない方はスタートできません。スタート地区で再配布はできません。 

・スタート係員は出走者の呼び出しを行いません。スタート時刻が近づきましたら、スタート枠付近

に待機するようにしてください。 

・スタート３分前になりましたらスタート枠にお入りください。係員にコントロールカードのチェッ

クを受け、アクティベートを行ってください。 

・スタート２分前になりましたらスタート枠を１つ進んでください。 

・スタート１分前になりましたらスタート枠を１つ進み、地図を受け取ってください。このとき地図

を見てはいけません。スタート１５秒前になりましたら係員が合図しますので地図を見て構いま

せん。各自スタートの準備をしてください。 

・スタート時刻になりましたらスタートしてください。スタート枠から赤白テープ誘導に沿っていく

と前方にスタートフラッグがあります。これが地図上でのスタートマーク（△）の位置となります。

全走者は必ずテープ誘導に沿ってスタートフラッグを通過してください。スタートフラッグを経

由せずにコースに出た選手は失格といたします。 

・遅刻者は係員の指示を受けてください。遅刻者のタイムは正規のスタートタイムより起算して、正

規のタイムとして認めます。 

・14:00 にスタートを閉鎖します。それ以後の出走は一切認めません。 

・スタート地区ではウィンブレ輸送を行いません。また、スタート地区に残された荷物について大会

係員は一切管理しません。 

・競技エリア内に給水地区はありません。必要な選手は各自ご持参ください。 

 

      ～15:00 フィニッシュ地区 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。全走者は必ずテープ誘導に沿って

フィニッシュを通過するようにしてください。 

・パンチングフィニッシュです。フィニッシュ後係員にコントロールカードと地図を回収します。ス

タート前の選手に見せないようにしてください。 

・フィニッシュ閉鎖は 15：00 です。競技途中でも 15:00 までにはフィニッシュに戻ってください。

また、途中で棄権する場合も必ずフィニッシュ・本部・救護所などの係員に連絡をしてください。

15:00 までに帰還確認できない場合には各方面に行方不明者として捜索依頼の連絡をいたします。 

・質問・苦情等は本部にて文書のみ受け付けます。フィニッシュでは受け付けません。 

・全クラスとも競技時間は６０分です。競技時間を超えた場合は失格となります。 

 

14:00～  成績速報、成績表・地図販売 

・速報は web 上で公開する予定です。 

・地図販売は翌日受付ます。 

 

15:00～      表彰式   メインダイニング「ラ・タヴェル」 

・各クラス１～３位を表彰いたします。 

 

18:00～19:30 ホテル夕食   メインダイニング「ラ・タヴェル」予定 

 

19:30～20:00 テクニカルミーティング   メインダイニング「ラ・タヴェル」 

・テクニカルミーティングを行います。翌日のレースについての質問事項は紙面にて 19:00 までに

大会受付に提出してください。 

・テクニカルミーティング終了後に、翌日のスタート時刻の抽選を行います。 
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２月１７日（日）  ミドル・ディスタンス競技 
 

競技情報 地図 縮尺 1：7,500  等高線間隔 5ｍ 2019 年青森県オリエンテーリング協会作成 

       Ａ４版５色刷 ISski-OM2014 準拠 EMIT 社製電子式コントロール使用 

トラックの割合（圧雪車圧雪：スノーモービル圧雪：スキー圧雪）は当日発表します。 

 

07:00～09:00 ホテル朝食   メインダイニング「ラ・タヴェル」予定 

 

09:00～    大会受付   メインダイニング「ラ・タヴェル」（別館１階） 

・全ての参加者は必ず受付をお通りください（前日受付を済まされた方は不要です）。 

・受付ではビブス、コントロールカード等配布物がありますので受け取ってください。参加同意書の

提出をお願いします。参加料に不備があった場合、ここで清算していただきます。 

・コンパス、スキー、スノーハイクスキー、スノーシュー、マップホルダーのレンタルを希望される

方は受付へ申し出てください。返却まで責任をもって保管してください。 

・公式掲示板を受付横に設置しますので必ずご覧ください。 

・スタート地区は受付から徒歩で約 5分の位置にスタート地区があります。誘導はありません。係員

の指示に従ってください。 

 

          更衣室・荷物置き場  

・更衣室は受付近くに準備しています。更衣室内に荷物の放置はご遠慮ください。 

・荷物置き場として大会会場を利用できます。ただし、貴重品の管理は各自で行ってください。 

 

09:30～11:00  スタート 

・トップスタートは 10:00 でタイムスタートです（Ｎクラスを除く）。 

・受付からスタート地区まで徒歩約 5分です。誘導はありません。係員の指示に従ってください。ス

タート地区には風雪をしのげる場所はありません。スタート地区に荷物を置くことはできません。

スタート地区にトイレはありません。 

・ウォーミングアップエリアは受付からスタート地区までの誘導区間のみです。 

・コントロールカードのない方はスタートできません。スタート地区で再配布はできません。 

・スタート係員は出走者の呼び出しを行いません。スタート時刻が近づきましたら、スタート枠付近

に待機するようにしてください。 

・スタート３分前になりましたらスタート枠にお入りください。係員にコントロールカードのチェッ

クを受け、アクティベートを行ってください。 

・スタート２分前になりましたらスタート枠を１つ進んでください。 

・スタート１分前になりましたらスタート枠を１つ進み、地図を受け取ってください。このとき地図

を見てはいけません。スタート１５秒前になりましたら係員が合図しますので地図を見て構いま

せん。各自スタートの準備をしてください。 

・スタート時刻になりましたらスタートしてください。スタート枠から赤白テープ誘導に沿っていく

と前方にスタートフラッグがあります。これが地図上でのスタートマーク（△）の位置となります。

全走者は必ずテープ誘導に沿ってスタートフラッグを通過してください。スタートフラッグを経

由せずにコースに出た選手は失格といたします。 

・遅刻者は係員の指示を受けてください。遅刻者のタイムは正規のスタートタイムより起算して、正

規のタイムとして認めます。 

・11:00 にスタートを閉鎖します。それ以後の出走は一切認めません。 

・スタート地区ではウィンブレ輸送を行いません。また、スタート地区に残された荷物について大会

係員は一切管理しません。 

・競技エリア内に給水地区はありません。必要な選手は各自ご持参ください。 

 

      初心者講習会  

・10:30 から、スタート地区にて初心者講習会を行います。オリエンテーリングに初めて参加される

方は必ずご参加ください。 
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      ～12:30 フィニッシュ地区 

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。全走者は必ずテープ誘導に沿って

フィニッシュを通過するようにしてください。 

・パンチングフィニッシュです。フィニッシュ後係員にコントロールカードを渡してください。地図

は回収しません。 

・フィニッシュ閉鎖は 12：30 です。競技途中でも 12:30 までにはフィニッシュに戻ってください。

また、途中で棄権する場合も必ずフィニッシュ・本部・救護所などの係員に連絡をしてください。

12:30 までに帰還確認できない場合には各方面に行方不明者として捜索依頼の連絡をいたします。 

・質問・苦情等は本部にて文書のみ受け付けます。フィニッシュでは受け付けません。 

・Ｅ、Ａ、Ｂクラスの競技時間は１２０分です。Ｎクラスの競技時間は６０分です。競技時間を超え

た場合は失格となります。 

 

11:00～  成績速報、成績表・地図販売 

・速報は web 上で公開する予定です。 

・地図販売は受付にて 12:00 より行います。後日郵送となります。 

 

12:30～      表彰式・閉会式   メインダイニング「ラ・タヴェル」 

・各クラス１～３位を表彰いたします。 

・ＭＵｎｉｖ、ＷＵｎｉｖクラスにおいて１位の選手を別途表彰いたします。 

 

 

競技上のご注意とお知らせ 
 

＜＜スキーオリエンテーリング競技規則＞＞ 

●スキーオリエンテーリング大会は（公社）日本オリエンテーリング協会が定める「日本スキーオリエンテー

リング競技規則」に準拠いたします。競技種別は全レースポイントオリエンテーリングです。 

・全レース、EMIT 社製電子式コントロールを使用します。 

・競技上における変更事項は受付横の公式掲示板にてお知らせいたします。 

・参加者が自分自身・あるいは第三者に与えた損害・損失等について主催者は一切その責任を負いません。 

・本大会参加者には傷害保険を付保しておりますのでケガをされた方は大会終了後でも問い合わせ先までお知

らせください。ただし、少額ですのでご自身でも保険準備と健康保険証の持参をおすすめします。 

・主催者は参加者の安全に十分配慮をしますが、厳冬期の異常気象下では怪我などの不運が重なると生命の危険

もあり得ることを各自認識し、ホイッスル等を携行し救助準備ができる準備を推奨します。 

・本大会は最小限の人数で運営しますので、参加者の皆様も円滑に運営進行するようご協力お願いします。 

・ゴミは必ず持ち帰ってください。 

 

 

テレインプロフィール 
 

本テレインは、青森県の南部に位置する大鰐温泉、その目の前にある阿闍羅山の山頂から

西側にあるゴルフ場を中心とするオープンテレインが主になっています。山岳地帯にある

ゴルフ場のため比較的起伏も多く、体力的にも高いレベルが要求されるものと思われます。 

標  高 １６日 １７日 

最  高 ５８０ ｍ ６６０ ｍ 

スタート ５５０ ｍ ５５０ ｍ 

フィニッシュ ５５０ ｍ ５５０ ｍ 

最  低 ５００ ｍ ５００ ｍ 

 

 

コースプロフィール （コース設定者 日下 雅広） 

 

本大会は時期的に降雪期であり、雪が柔らかいことも予想されます。そのため、圧雪路以外の部分はリスクが

高く、トラックのネットワークを利用したハイスピードなレース展開が予想されます。 

ミドル・ディスタンスは、レース中に指定された場所で車道を横断する予定です。車道には積雪があり、滑走

して横断が可能になる予定です。係員の指示に従ってください。 
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ホテル内施設の利用について 
 

 

＜ランチ＞ 

大会会場は大鰐町の中心街から離れてお

り、近くにコンビニエンスストアなどはあ

りません。ホテル内の売店およびランチ営

業をしているレストランの利用が可能で

す。 

 

コーヒー＆ワインサロン「７０９」 

ランチ営業時間 

１１：３０～１４：００ 

 （ラストオーダー１３：３０） 

 

 

＜大浴場＞ 

１７日のレース終了後にホテルの大浴

場・露天風呂を利用される方は、フロントに

て精算の上ご利用ください。 

 

利用時間 

１２：４５～２４：００ 

０２：００～１０：００ 

利用料金 

おとな：５００円 

こども：２５０円 

 

 

＜ワイン有料試飲コーナー＞ 

１０種類のワインが楽しめます。 

利用時間 

０７：００～２１：００ 

利用料金 

５００円 
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参加者リスト 

16日 17日
安達 利雄 アダチ トシオ アークスキーチーム
石原 拓巳 イシハラ タクミ 白滝CC
石原 湧樹 イシハラ ユウキ アークスキーチーム
岸 祥太郎 キシ ショウタロウ
木谷 弥彦 キヤ ミツヒコ マケドンスコ
柴田 達真 シバタ タツマ アークスキーチーム
寺嶋 謙一郎 テラシマ ケンイチロウ ES関東C
酒井 佳子 サカイ ヨシコ 札幌農学校
佐野 響 サノ ヒビキ 筑波大学
高橋 美和 タカハシ ミワ アークスキーチーム
鈴木 宏 スズキ ヒロシ じゃじゃじゃOC
茅野 耕治 チノ コウジ ワンダラーズ
山本 賀彦 ヤマモト ヨシヒコ OLP兵庫
小林 岳人 コバヤシ タケト ES関東C
高島 和宏 タカシマ カズヒロ アークスキーチーム
宗形 竜憲 ムナカタ タツノリ 二本松ＯＬＣ

M18 高橋 光 タカハシ ヒカル 新庄北高校スキー部
M15 高島 怜也 タカシマ レイヤ アークスキーチーム
M12 高橋 義 タカハシ タダシ 真室川ＯＬＣ

W50-85A 大里 真理子 オオサト マリコ アークスキーチーム
高橋 摩帆 タカハシ マホ じゃじゃじゃOC
多田 智美 タダ トモミ じゃじゃじゃOC
石原 拓巳 イシハラ タクミ 白滝CC
石原 湧樹 イシハラ ユウキ アークスキーチーム
木谷 雄二郎 キヤ ユウジロウ 弘前大学

WUniv 佐野 響 サノ ヒビキ 筑波大学
MB 萬 智健 Man Chikin HKIOF

所属団体 ビブNo

MUniv

スタート
お名前 フリガナ

M21E

W21E

M50-85A

M35-45A

W21A
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過去リザルト 

シーズン 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
日付 1012/3/24 2013/3/17 2014/3/15 2015/3/14 2016/2/20 2017/2/18 2018/4/8
場所 北海道京極町 北海道京極町 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 岩手県八幡平市

クラス M21E M21E M21E M21E M21E M21E ME
距離 7.2km 8.7km 7.8km 7.6km 5.9km 7.3km 4.2km

堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 石原湧樹
Team arc Team arc Team arc Team arc Team arc Team arc 東京大学
0:40:25 0:54:00 0:48:48 1:04:10 0:40:01 0:55:29 0:26:04

黒田幹朗 山田敦史 渡辺幸 平野弘幸 東井透 岸祥太郎 堀江守弘 
横浜OLC 青葉会 山形大学 長野県協会 札幌市 北海道大学 Team arc
0:44:51 1:00:17 1:01:06 1:20:24 0:47:54 1:00:15 0:28:20

平野弘幸 東井透 黒田幹朗 黒田幹朗 岸祥太郎 木谷弥彦 黒田幹朗
東北大学 札幌市 長野県協会 長野県協会 北海道大学 マケドンスコ 長野県協会
0:49:04 1:12:08 1:01:36 1:25:09 0:52:08 1:04:23 0:28:39

クラス W21E W21E W21E W21E W21E W21E WE
距離 5.4km 6.1km 5.1km 4.2km 2.8km 4.2km 4.2km

酒井佳子 酒井佳子 酒井佳子 酒井佳子 白鳥桂子 酒井佳子 高橋美和
チームスキーＯ チームスキーＯ チームスキーＯ 水篶刈 チームスキーＯ Team arc

0:38:13 0:50:20 0:44:49 0:46:16 0:38:04 0:42:38 0:35:46
高橋美和 白鳥桂子 高橋美和 高橋美和 大里真理子 高橋美和 佐野響
Team arc 水篶刈 Team arc 長野県協会 Team arc 長野県協会 筑波大学
0:40:44 0:59:00 0:47:18 0:52:18 0:41:56 0:43:46 0:45:11

島貫なつみ 大里真理子 島貫なつみ 島貫なつみ 滝澤空良
久里学園 Team arc ルミカルフOC ルミカルフＯＣ
0:42:52 1:25:26 0:50:06 0:46:59 0:46:01

３位

ミドル

優勝

準優勝

３位

優勝

準優勝

シーズン 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
日付 2012/3/25 2013/3/16 2014/2/16 2015/2/22 2016/1/31 2017/1/29 2018/2/12
場所 北海道留寿都村 北海道留寿都村 秋田県北秋田市 山形県真室川町 岩手県八幡平市 岩手県八幡平市 福島県北塩原村

クラス M21E M21E M21E M21E ME ME ME
距離 3.0km 3.5km 4.0km 3.0km 2.4km 2.2km 3.9km

堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 石原拓巳
Team arc Team arc Team arc Team arc Team arc Team arc 岩手大学
0:14:15 0:19:53 0:13:26 0:14:15 0:18:22 0:18:24 0:25:46

黒田幹朗 山田敦史 黒田幹朗 平野弘幸 石原拓巳 石原湧樹 堀江守弘 
横浜OLC 青葉会 長野県協会 岩手大学 東京大学 Team arc
0:17:23 0:24:45 0:15:52 0:16:21 0:21:19 0:21:17 0:26:59

平野弘幸 東井透 渡辺幸 渡辺幸 酒井佳子 石原拓巳 岸祥太郎
東北大学 札幌市 山形大学 山形大学 チームスキーＯ 岩手大学 北海道大学
0:19:13 0:27:03 0:17:04 0:18:37 0:27:32 0:24:29 0:27:56

クラス W21E W21E W21E W21E WE WE WE
距離 2.3km 2.5km 2.8km 2.1km 1.5km 1.6km 3.4km

高橋美和 酒井佳子 大里真理子 高橋美和 大里真理子 酒井佳子 酒井佳子
Team arc チームスキーＯ Team arc Team arc Team arc チームスキーＯ チームスキーＯ
0:17:50 0:19:23 0:24:32 0:14:42 0:25:25 0:17:50 0:25:44

島貫なつみ 白鳥桂子 大里真理子 高橋美和 高橋美和
久里学園 水篶刈 Team arc Team arc Team arc
0:18:54 0:27:52 0:23:55 0:20:59 0:33:29

大里真理子 大里真理子 大里真理子 吉岡梨花子
Team arc Team arc Team arc 北海道大学
0:25:11 0:30:46 0:35:20 0:39:20

３位

スプリント

優勝

準優勝

３位

優勝

準優勝
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シーズン 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
日付 2014/3/16 2015/3/15 2016/2/21 2017/2/19 2018/3/17
場所 北海道京極町 北海道京極町 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村

クラス M21E M21E M21E M21E M21E
距離 12.5km 11.9km 11.3km 10.8km 11.3km

堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 堀江守弘 石原湧樹
Team arc Team arc Team arc Team arc 東京大学
1:26:34 1:34:55 1:30:56 1:25:56 1:30:41

黒田幹朗 黒田幹朗 木谷弥彦 岸祥太郎 黒田幹朗
長野県協会 長野県協会 マケドンスコ 北海道大学 長野県協会

2:05:33 1:58:41 2:00:37 1:33:14 1:57:20
渡辺幸 平野弘幸 岸祥太郎 木谷弥彦 岸祥太郎

山形大学 長野県協会 北海道大学 マケドンスコ 北海道大学
2:16:15 2:11:21 2:02:11 1:41:02 1:59:15

クラス W21E W21E W21E W21E W21E
距離 5.9km 6.2km 6.0km 6.0km

島貫なつみ 酒井佳子 酒井佳子 酒井佳子 酒井佳子
6.5km チームスキーＯ チームスキーＯ
0:59:33 0:55:50 1:08:15 0:56:41 1:02:33

酒井佳子 島貫なつみ 白鳥桂子 高橋美和
チームスキーＯ 旭川大学 水篶刈 Team arc

1:01:11 1:01:56 1:08:40 1:18:53
高橋美和 高橋美和
Team arc 長野県協会
1:05:36 1:08:05

３位

ロング

優勝

準優勝

３位

優勝

準優勝

シーズン 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18
日付 2012/3/25 2013/3/16 2014/3/15 2015/3/14 2016/2/20 2017/2/18 2018/3/18
場所 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村

クラス ME ME ME ME ME ME ME
距離 9.5km 10.1km 5.6km 6.2km 4.8km 6.1㎞ 6.7km

長野県 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都 東京都
黒田-高橋-平野 大里-柴田-堀江 柴田-高島-堀江 柴田-高島-堀江 柴田-前田-堀江 高島-寺嶋-堀江 石原（湧）-後藤-柴田

1:21:33 1:25:51 0:48:26 0:47:02 0:34:30 0:57:45 0:58:50
東京都 北海道４ 長野県 北海道１ 北海道1 北海道1

清水-柴田-堀江 安達-渡辺-島貫 黒田-倉澤-平野 東井-木谷-戸田 東井-木谷-岸 滝澤（空）-木谷（弥）-東井

1:31:37 0:50:36 0:50:11 0:36:17 1:01:56 1:00:03
北海道１ 長野県 北海道２ 北海道２ 長野県 岩手県

東井-木谷-高野 高橋-倉澤-黒田 茅野-酒井-山本 岸-坂井-松本 木村-高橋-安達 石原（拓）-高橋（摩）-日下

1:56:30 0:54:35 0:57:22 0:46:58 1:13:36 1:04:02
クラス WE WE WE WE WE WE
距離 6.8km 10.1km 3.7km 3.2km 6.1km 4.2km

北海道 北海道 長野県 北海道 北海道1 北海道
島貫-酒井-渡邉 白鳥-酒井-島貫 高橋-黒田-Birgersson 西方-吉岡-笹田 白鳥-島貫-酒井 西方-飯沼-湯上

1:09:32 1:28:14 0:41:59 0:41:42 1:15:16 1:01:27
北海道 東京都

島貫-西方-吉岡 大里-寺嶋-清水
0:49:26 0:45:39

３位

リレー

優勝

準優勝

３位

優勝

準優勝
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シーズン 14-15 15-16 16-17 17-18 14-15 15-16 16-17 17-18
日付 2015/3/14 2016/2/20 2017/2/18 2018/4/8 2015/3/15 2016/2/21 2017/2/19 2018/3/17
場所 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村 岩手県八幡平市 北海道京極町 北海道留寿都村 北海道留寿都村 北海道留寿都村

クラス MUniv MUniv MUniv MUniv MUniv MUniv MUniv MUniv
距離 2.5km 3.8km 4.4km 4.2km 3.6km 6.2km 5.0km 6.0km

平野弘幸 岸祥太郎 岸祥太郎 石原湧樹 平野弘幸 戸田聖人 岸祥太郎 石原湧樹
長野県協会 北海道大学 北海道大学 東京大学 長野県協会 北海道大学 北海道大学 東京大学

0:25:36 0:33:45 0:38:55 0:26:04 0:34:01 1:09:51 0:39:33 0:48:24
岸祥太郎 戸田聖人 塩平真士 石原拓巳 岸祥太郎 岸祥太郎 後藤孔要 石原拓巳

北海道大学 北海道大学 北海道大学 岩手大学 北海道大学 北海道大学 筑波大学 岩手大学
0:31:44 0:37:43 0:47:40 0:30:02 0:50:33 1:10:26 0:51:09 0:58:54

小原優大 塩平真士 戸田聖人 塩平真士 佐々木一聡 坂井浩紀 塩平真士 塩平真士
北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学

0:47:30 0:47:00 0:53:11 0:34:39 0:51:29 1:38:08 0:52:39 1:05:53
クラス WUniv WUniv WUniv WUniv WUniv WUniv WUniv WUniv
距離 1.7km 2.8km 2.7㎞ 4.2km 2.3km 4.1km 3.0km 3.2km

西方美羽 西方美羽 吉岡梨花子 佐野響 島貫なつみ 吉岡梨花子 吉岡梨花子 佐野響
北海道大学 北海道大学 北海道大学 筑波大学 旭川大学 北海道大学 北海道大学 筑波大学

0:32:39 0:51:55 0:41:10 0:45:11 0:22:01 0:47:12 0:43:24 0:50:23
吉岡梨花子 吉岡梨花子 西方美羽 西方美羽 西方美羽 西方美羽 西方美羽
北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学 北海道大学

0:39:27 0:55:49 0:42:23 0:42:10 0:49:47 0:46:58 1:06:34
佐野響 吉岡梨花子 齋藤 友加 湯上麻貴

筑波大学 北海道大学 金沢工業大学 北海道大学
1:05:21 0:50:25 0:58:31 1:29:19

準優勝

３位

ミドル学生 ロング学生

優勝

準優勝

３位

優勝
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