
- 第９回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

11部　中学生女子 4km
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 備考

 2006/7/16

スタート： 9:30:00

会場: 長野県白馬村

主催: 大会組織委員会

16分22秒1 牛越　あかね4216 ｳｼｺｼｱｶﾈ アベベ駅伝クラブ

16分48秒2 箱山　理沙4271 ﾊｺﾔﾏﾘｻ 腰越ＪＳＣ

16分56秒3 平出　ゆかり4281 ﾋﾗｲﾃﾞﾕｶﾘ 原ＰＣジュニア

17分27秒4 鳥羽　詩織4214 ﾄﾊﾞｼｵﾘ アベベ駅伝クラブ

17分31秒5 上原　明日香4212 ｳｴﾊﾗｱｽｶ アベベ駅伝クラブ

17分41秒6 石黒　幸4207 ｲｼｸﾞﾛﾐﾕｷ 草津中学校

17分49秒7 市川　絵奈4208 ｲﾁｶﾜｴﾅ 草津中学校

17分51秒8 重田　奏絵4206 ｼｹﾞﾀｶﾅｴ 草津中学校

18分19秒9 山田　瑞歩4260 ﾔﾏﾀﾞﾐｽﾞﾎ 小谷中学校アルペン

18分41秒10 田中　美優4243 ﾀﾅｶﾐﾕｳ 白馬村中学校クロス部

18分43秒11 黒岩　みゆき4210 ｸﾛｲﾜﾐﾕｷ 草津中学校

18分49秒12 桜井　ななみ4267 ｻｸﾗｲﾅﾅﾐ 腰越ＪＳＣ

18分49秒13 松山　なつみ4283 ﾏﾂﾔﾏﾅﾂﾐ 山ノ内中クロス部

18分57秒14 今井　遥4269 ｲﾏｲﾊﾙｶ 腰越ＪＳＣ

19分 0秒15 三澤　梢4255 ﾐｻﾜｺｽﾞｴ 菅野中学校

19分 1秒16 本田　雅4238 ﾎﾝﾀﾞﾐﾔﾋﾞ 津南中学校

19分 5秒17 池田　倫子4268 ｲｹﾀﾞﾐﾁｺ 腰越ＪＳＣ

19分 8秒18 松崎　友美4270 ﾏﾂｻﾞｷﾄﾓﾐ 腰越ＪＳＣ

19分 8秒19 中島　友紀4266 ﾅｶｼﾞﾏﾕｷ 腰越ＪＳＣ

19分25秒20 福原　綾香4242 ﾌｸﾊﾗｱﾔｶ 津南中学校

19分29秒21 柳井　詩音4209 ﾔﾅｲｼｵﾝ 草津中学校

19分30秒22 志賀　南香4234 ｼｶﾞﾅﾐｶ 津南中学校

19分30秒23 深澤　瑞恵4258 ﾌｶｻﾜﾐｽﾞｴ 小谷中学校アルペン

19分31秒24 春原　果歩4284 ｽﾉﾊﾗｶﾎ 山ノ内中クロス部

19分32秒25 上條　洋子4253 ｶﾐｼﾞｮｳﾖｳｺ 菅野中学校

19分35秒26 飯嶋　諒子4226 ｲｲｼﾞﾏﾘｮｳｺ 松川中学校

19分41秒27 町田　美紀4286 ﾏﾁﾀﾞﾐｷ 山ノ内中クロス部

19分43秒28 坂口　世玲奈4288 ｻｶｸﾞﾁｾﾚﾅ 山ノ内中クロス部

19分43秒29 杉山　茜4224 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｶﾈ

19分52秒30 松沢　志穂4246 ﾏﾂｻﾞﾜｼﾎ 白馬村中学校クロス部

20分 1秒31 中澤　由実4204 ﾅｶｻﾞﾜﾕﾐ 長野原町

20分 1秒32 村山　愛美4235 ﾑﾗﾔﾏﾖｼﾐ 津南中学校

20分 5秒33 高橋　麻弥4239 ﾀｶﾊｼｱｻﾐ 津南中学校

20分 6秒34 桑原　史歩4240 ｸﾜﾊﾗｼﾎ 津南中学校

20分 7秒35 赤井　思保4250 ｱｶｲｼﾎ 菅野中学校

20分 8秒36 森　裕佳子4219 ﾓﾘﾕｶｺ 木島平中学校

20分10秒37 西谷　風香4202 ﾆｼﾀﾆﾌｳｶ 木島平中学校ｸﾛｽｽｷｰ部

20分14秒38 湯本　美咲4287 ﾕﾓﾄﾐｻｷ 山ノ内中クロス部

20分15秒39 髙木　毬衣4203 ﾀｶｷﾞﾏﾘｴ 木島平中学校スキー部

20分16秒40 渡辺　優菜4289 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳﾅ 山ノ内中クロス部

20分29秒41 安藤　青空4264 ｱﾝﾄﾞｳｱｵｿﾞﾗ 小谷中学校クロス

20分40秒42 船津　采奈4262 ﾌﾅﾂﾞｱﾔﾅ 小谷中学校クロス

20分42秒43 村竹　あゆみ4279 ﾑﾗﾀｹ ｱﾕﾐ

20分44秒44 小穴　春花4256 ｵｱﾅｼｭﾝｶ 菅野中学校

20分44秒45 松澤　有香4259 ﾏﾂｻﾞﾜﾕｶ 小谷中学校クロス

20分46秒46 上村　雪4277 ｶﾐﾑﾗ ﾕｷ

21分 4秒47 田中　奈央4244 ﾀﾅｶﾅｵ 白馬村中学校クロス部

21分 5秒48 田中　梨穂4245 ﾀﾅｶﾘﾎ 白馬村中学校クロス部

21分 6秒49 渡辺　緑4274 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾄﾞﾘ

21分 7秒50 芝崎　仁美4222 ｼﾊﾞｻｷﾋﾄﾐ 片品中学校
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21分 8秒51 後藤　悠子4228 白馬村スキークラブ

21分 9秒52 望月　麻衣4285 ﾓﾁﾂﾞｷﾏｲ 山ノ内中クロス部

21分13秒53 上村　由実4276 ｶﾐﾑﾗ ﾕﾐ

21分17秒54 横沢　円佳4282 ﾖｺｻﾜﾏﾄﾞｶ 上野ヶ丘T＆F

21分23秒55 田口　藍4231 白馬村スキークラブ

21分27秒56 太田　紫乃4217 ｵｵﾀｼﾉ 吉岡中学校

21分30秒57 栢下　汀4213 ｶﾔｼﾀﾅｷﾞｻ アベベ駅伝クラブ

21分36秒58 瀧澤　奈央4278 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵ

21分38秒59 堀内　冬美4220 ﾎﾘｳﾁﾌﾕﾐ 真田中学校

21分42秒60 大山　絵理香4273 ｵｵﾔﾏ ｴﾘｶ

21分56秒61 矢口　華4261 ﾔｸﾞﾁﾊﾅ 小谷中学校クロス

21分57秒62 田中　育4272 ﾀﾅｶ ｲｸ

22分21秒63 小林　瞳4236 ｺﾊﾞﾔｼﾋﾄﾐ 津南中学校

22分40秒64 湯本　絵里加4211 ﾕﾓﾄｴﾘｶ 木島平中学スキー部

22分40秒65 深澤　果緒4263 ﾌｶｻﾜﾐｵ 小谷中学校クロス

22分43秒66 西澤　果林4265 ﾆｼｻﾞﾜｶﾘﾝ 小谷中学校アルペン

23分 4秒67 桑原　栞奈4241 ｸﾜﾊﾗｶﾝﾅ 津南中学校

23分19秒68 志水　佳菜4205 ｼﾐｽﾞｶﾅ 草津中学校

23分25秒69 福原　里紗4237 ﾌｸﾊﾗﾘｻ 津南中学校

23分36秒70 青木　智愛4252 ｱｵｷﾁｴ 菅野中学校

23分44秒71 上村　芽衣4275 ｶﾐﾑﾗ ﾒｲ

23分46秒72 平林　美香4257 ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾐｶ 小谷中学校クロス

24分17秒73 山本　明奈4232 白馬村スキークラブ

25分21秒74 中村　みゆ4227 白馬村スキークラブ

25分29秒75 大日方　優希4218 ｵﾋﾞﾅﾀﾕｳｷ 木島平中学校

25分37秒76 太谷　佳永4229 白馬村スキークラブ

25分40秒77 関根　菜々子4280 ｾｷﾈ ﾅﾅｺ

26分15秒78 篠崎　有沙4223 ｼﾉｻﾞｷ ｱﾘｻ

26分17秒79 関口　玲4233 白馬村スキークラブ

27分20秒80 深澤　亜由美4248 ﾌｶｻﾞﾜｱﾕﾐ 菅野中学校

30分10秒81 川口　里佳子4230 白馬村スキークラブ

33分 3秒82 髙木　真実4221 ﾀｶｷﾞﾏﾐ 信州新町中学校
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