
- 第11回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

9部　1km小学生3,4年女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2008/7/20

スタート ： 9:40:00

コース ：1988長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 　

会場 ：白馬スノーハープ 　

3分50秒1 松本　優花2270 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｶ 横浜ジュニア

3分55秒2 田中　ジェシカ2263 ﾀﾅｶｼﾞｪｼｶ 腰越JSC

3分56秒3 西本　梨花2242 ﾆｼﾓﾄﾘｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

3分58秒4 田路　明華2243 ﾀｼﾞﾒｲｶ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

3分59秒5 津金　真由子2221 ﾂｶﾞﾈﾏﾕｺ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

4分07秒6 堀内　智加2257 ﾎﾘｳﾁﾁｶ 駒ヶ根中沢RC

4分08秒7 佐々木　風羽2265 ｻｻｷﾌｳ アラマキッズ

4分09秒8 青木　茉菜2241 ｱｵｷﾏﾅ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4分10秒9 米沢　美柚2266 ﾖﾈｻﾞﾜﾐﾕ A・C・TOYAMA　Jr.

4分10秒10 鳥羽　美宇2268 ﾄﾊﾞﾐｳ 明科かけっこクラブ

4分10秒11 小林　菜々夏2262 ｺﾊﾞﾔｼﾅﾅｶ 腰越JSC

4分11秒12 児玉　奈美2267 ｺﾀﾞﾏﾅﾐ 明科かけっこクラブ

4分12秒13 小林　祐華2260 ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｶ 腰越JSC

4分16秒14 宮崎　日香里2256 ﾐﾔｻﾞｷﾋｶﾘ 山ノ内東小学校

4分16秒15 春日　桃桜2259 ｶｽｶﾞﾓﾓｵ 駒ヶ根中沢RC

4分19秒16 上原　春香2220 ｶﾐﾊﾗﾊﾙｶ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

4分20秒17 横山　友梨香2205 ﾖｺﾔﾏﾕﾘｶ 三本柳小学校

4分20秒18 日野　美香2233 ﾋﾉﾐｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分22秒19 岸田　早由里2202 ｷｼﾀﾞｻﾕﾘ 泉台小陸上ｸﾗﾌﾞ

4分24秒20 稲葉　さくら2206 ｲﾅﾊﾞｻｸﾗ 立山ﾗﾝﾗﾝｸﾗﾌﾞ

4分26秒21 池上　有咲2258 ｲｹｶﾞﾐｱｻｷ 駒ヶ根中沢RC

4分27秒22 岡澤　沙季2218 ｵｶｻﾞﾜｻｷ おたりのかぜ

4分27秒23 唐木　千穂2224 ｶﾗｷﾁﾎ 宮田小学校

4分28秒24 小川　あかり2246 ｵｶﾞﾜｱｶﾘ 城ヶ丘XC

4分29秒25 山﨑　栞奈2201 ﾔﾏｻﾞｷｶﾝﾅ 明科かけっこクラブ

4分29秒26 成澤　朋花2254 ﾅﾙｻﾜﾄﾓｶ 山ノ内東小学校

4分34秒27 相川　真穂2264 ｱｲｶﾜﾏﾎ アラマキッズ

4分35秒28 宮園　侑希2250 ﾐﾔｿﾞﾉﾕｷ 城ヶ丘XC

4分38秒29 渡辺　愛永2240 ﾜﾀﾅﾍﾞﾏﾅｴ 南部小学校ｽｷｰ部

4分38秒30 下川　紗希2232 ｼﾓｶﾜｻｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分40秒31 滝沢　未来2235 ﾀｷｻﾞﾜﾐｸ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分40秒32 山本　華子2255 ﾔﾏﾓﾄｶｺ 山ノ内東小学校

4分42秒33 小林　志織2211 ｺﾊﾞﾔｼｼｵﾘ 柏原小学校

4分43秒34 松本　逸希2215 ﾏﾂﾓﾄｲﾂｷ おたりのかぜ

4分43秒35 松沢　帆奈2234 ﾏﾂｻﾞﾜﾊﾝﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分46秒36 宮本　郁実2252 ﾐﾔﾓﾄｲｸﾐ 白馬南小学校

4分46秒37 茗荷　理乃2272 ﾐｮｳｶﾞ ﾘﾉ ひみこ

4分47秒38 樋口　明莉2244 ﾋｸﾞﾁｱｶﾘ 城ヶ丘XC

4分48秒39 庭野　侑希2249 ﾆﾜﾉﾕｷ 城ヶ丘XC

4分48秒40 高橋　美希2247 ﾀｶﾊｼﾐｷ 城ヶ丘XC

4分50秒41 山本　明里2253 ﾔﾏﾓﾄｱｶﾘ 山ノ内東小学校

4分53秒42 白鳥　あかり2227 ｼﾛﾄﾘｱｶﾘ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分54秒43 下澤　瑠奈2236 ｼﾓｻﾞﾜﾙﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分54秒44 入江　唯2217 ｲﾘｴﾕｲ おたりのかぜ

4分54秒45 荻原　優2231 ｵｷﾞﾜﾗﾕｳ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分55秒46 水嶋　柚希2216 ﾐｽﾞｼﾏﾕｽﾞｷ おたりのかぜ

4分56秒47 染谷　有沙2225 ｿﾒﾔｱﾘｻ

4分57秒48 北村　桃子2214 ｷﾀﾑﾗﾓﾓｺ おたりのかぜ

4分58秒49 角田　希2203 ｶｸﾀﾞﾉｿﾞﾐ 高丘小学校

5分00秒50 山崎　愛実2269 ﾔﾏｻｷ 明科かけっこクラブ
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5分00秒51 長内　里紅2213 ｵｻﾅｲﾘｸ おたりのかぜ

5分02秒52 加藤　詩野2273 ｶﾄｳ ｼﾉ

5分05秒53 長川原　未咲2208 ﾅｶﾞｶﾜﾊﾗﾐｻｷ

5分05秒54 長澤　妙2251 ﾅｶﾞｻﾜﾀｴ 白馬南小学校

5分08秒55 浦野　美空2228 ｳﾗﾉﾐｸ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分13秒56 小林　奈都未2209 ｺﾊﾞﾔｼﾅﾂﾐ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分14秒57 樋口　りか2248 ﾋｸﾞﾁﾘｶ 城ヶ丘XC

5分14秒58 松澤　彩華2223 ﾏﾂｻﾞﾜｱﾔｶ 白馬北小学校

5分16秒59 塩川　あかり2261 ｼｵｶﾜｱｶﾘ 腰越JSC

5分19秒60 淀　明奈2219 ﾖﾄﾞｱｷﾅ おたりのかぜ

5分20秒61 相沢　なな2237 ｱｲｻﾞﾜﾅﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

5分28秒62 小松　さくら2238 ｺﾏﾂｻｸﾗ 南部小学校ｽｷｰ部

5分30秒63 幾田　楓子2212 ｲｸﾀﾌｳｺ おたりのかぜ

5分34秒64 早川　紅音2245 ﾊﾔｶﾜｱｶﾈ 城ヶ丘XC

5分36秒65 湯本　果琳2229 ﾕﾓﾄｶﾘﾝ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分38秒66 吉岡　綾子2210 ﾖｼｵｶｱﾔｺ 長地小学校

5分40秒67 塩川　真輝2204 ｼｵｶﾜﾏｷ 裾花小学校

5分47秒68 立木　菜央2222 ﾀﾂｷﾞﾅｵ 米沢小学校

5分53秒69 一色　あかね2271 ｲｯｼｷ ｱｶﾈ ちーむかぴ

5分55秒70 岡田　みなみ2226 ｵｶﾀﾞﾐﾅﾐ 白馬北小学校

6分04秒71 池田　葵2230 ｲｹﾀﾞｱｵｲ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分06秒72 岩崎　萌2207 ｲﾜｻｷﾓｴ
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