
- 第11回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

10部  1.5km小学生5,6年女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2008/7/20

スタート ： 9:50:00

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 　

5分29秒1 伊藤　千夏3220 ｲﾄｳﾁﾅﾂ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

5分32秒2 笹沢　今日子3278 ｻｻｻﾞﾜｷｮｳｺ 腰越JSC

5分34秒3 玉城　かんな3239 ﾀﾏｷｶﾝﾅ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

5分44秒4 田口　なな3248 ﾀｸﾞﾁﾅﾅ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分45秒5 宝田　彩香3293 ﾀｶﾗﾀﾞｻﾔｶ A・C・TOYAMA　Jr.

5分46秒6 今井　楓3277 ｲﾏｲｶｴﾃﾞ 腰越JSC

5分47秒7 鍋島　ひかる3209 ﾅﾍﾞｼﾏﾋｶﾙ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

5分58秒8 斉藤　妃菜子3240 ｻｲﾄｳﾋﾅｺ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分01秒9 河内　菜生美3280 ｺｳﾁﾅｵﾐ アラマキッズ

6分01秒10 降籏　あかり3219 ﾌﾙﾊﾀｱｶﾘ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

6分03秒11 小林　美帆3241 ｺﾊﾞﾔｼﾐﾎ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分07秒12 相澤　梨花子3207 ｱｲｻﾞﾜﾘｶｺ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分08秒13 中村　智美3292 ﾅｶﾑﾗﾄﾓﾐ A・C・TOYAMA　Jr.

6分09秒14 渡辺　愛珠3218 ﾜﾀﾅﾍﾞｴﾐ 山ノ内西小学校

6分12秒15 出口　栞里3271 ﾃﾞｸﾞﾁｼｵﾘ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

6分12秒16 小合　沙季3303 ｵｺﾞｳ 明科かけっこクラブ

6分15秒17 川岡　風月3245 ｶﾜｵｶﾌﾂﾞｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分15秒18 林　あすか3227 ﾊﾔｼｱｽｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分16秒19 山本　千明3272 ﾔﾏﾓﾄﾁｱｷ 山ノ内東小学校

6分16秒20 岸田　惠津子3202 ｷｼﾀﾞｴﾂｺ 泉台小陸上ｸﾗﾌﾞ

6分17秒21 泉澤　優花3287 ｲｽﾞﾐｻﾜﾕｳｶ アラマキッズ

6分17秒22 宮崎　明日香3273 ﾐﾔｻﾞｷｱｽｶ 山ノ内東小学校

6分20秒23 木田　里美3203 ｷﾀﾞｻﾄﾐ 信濃ｳｨﾝｸﾞ

6分21秒24 田川　綺菜3201 ﾀｶﾞﾜｱﾔﾅ 菅平小学校

6分21秒25 大谷　麻衣子3283 ｵｵﾀﾆﾏｲｺ アラマキッズ

6分22秒26 小林　香央里3208 ｺﾊﾞﾔｼｶｵﾘ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分23秒27 宮崎　桃香3294 ﾐﾔｻﾞｷﾓﾓｶ A・C・TOYAMA　Jr.

6分24秒28 岩田　優奈3289 ｲﾜﾀﾕｳﾅ アラマキッズ

6分26秒29 佐藤　知華3229 ｻﾄｳﾁｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分28秒30 池田　朱里3255 ｲｹﾀﾞｱｶﾘ 城ヶ丘XC

6分29秒31 堤　茉莉奈3247 ﾂﾂﾐﾏﾘﾅ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分34秒32 濱田　碧3285 ﾊﾏﾀﾞﾐﾄﾞﾘ アラマキッズ

6分38秒33 久保田　里菜3276 ｸﾎﾞﾀﾘﾅ 駒ヶ根中沢RC

6分38秒34 小川　まどか3253 ｵｶﾞﾜﾏﾄﾞｶ 城ヶ丘XC

6分41秒35 染谷　都3244 ｿﾒﾔﾐﾔｺ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分42秒36 蟹沢　紗希3275 ｶﾆｻﾜｻｻｷ 駒ヶ根中沢RC

6分43秒37 伊藤　愛3282 ｲﾄｳｱｲ アラマキッズ

6分44秒38 清水　綾乃3222 ｼﾐｽﾞｱﾔﾉ 白馬北小学校

6分46秒39 滝沢　すみれ3254 ﾀｷｻﾞﾜｽﾐﾚ 城ヶ丘XC

6分46秒40 篠崎　夏実3221 ｼﾉｻﾞｷﾅﾂﾐ 南小ｸﾛｽ部

6分46秒41 渡辺　祐佳3238 ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｶ 南部小学校ｽｷｰ部

6分46秒42 松沢　実紀3233 ﾏﾂｻﾞﾜﾐﾉﾘ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分46秒43 山崎　舞海3305 ﾔﾏｻｷﾏﾐ 明科かけっこクラブ

6分48秒44 太谷　妃那3231 ｵｵﾀﾆﾋﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分48秒45 山本　楓3256 ﾔﾏﾓﾄｶｴﾃﾞ 山ノ内南小学校

6分48秒46 井上　はな3205 ｲﾉｳｴﾊﾅ 富士里小学校

6分49秒47 吉澤　佳甫3234 ﾖｼｻﾞﾜｶﾎ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分51秒48 古木　萌花3216 ﾌﾙｷﾓｴｶ おたりのかぜ

6分53秒49 鳥羽　若菜3301 ﾄﾊﾞ 明科かけっこクラブ

6分53秒50 太田　三保子3211 ｵｵﾀﾐﾎｺ おたりのかぜ
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6分54秒51 塩川　咲輝3204 ｼｵｶﾜｻｷ 裾花小学校

6分55秒52 関根　麗衣3302 ｾｷﾈ 明科かけっこクラブ

6分56秒53 五十嵐　美憂3214 ｲｶﾞﾗｼﾐﾕｳ おたりのかぜ

6分56秒54 小原　彩3230 ｵﾊﾗｱﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分58秒55 加藤　夏実3288 ｶﾄｳﾅﾂﾐ アラマキッズ

6分58秒56 佐藤　瑞季3225 ｻﾄｳﾐｽﾞｷ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分59秒57 今野　聖香3308 ｺﾝﾉ ｾｲｶ チームジロー

6分59秒58 唐沢　菜々実3295 ｶﾗｻﾜﾅﾅﾐ とよおかキッズ

7分00秒59 森　佳央理3286 ﾓﾘｶｵﾘ アラマキッズ

7分00秒60 保倉　瑠美3243 ﾎｸﾗﾙﾐ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

7分02秒61 平野　成恵3259 ﾋﾗﾉﾅﾙｴ 白馬南小学校

7分05秒62 石川　由夏3237 ｲｼｶﾜﾖｼｶ 南部小学校ｽｷｰ部

7分05秒63 森　玲花3307 ﾓﾘ ﾚｲｶ チーム長谷寺

7分06秒64 石関　美寿々3290 ｲｼｾﾞｷﾐｽｽﾞ アラマキッズ

7分06秒65 市沢　日菜3297 ｲﾁｻﾞﾜﾋﾅ とよおかキッズ

7分06秒66 荻原　萌3279 ｵｷﾞﾜﾗﾓｴ 腰越JSC

7分06秒67 宮澤　真菜3250 ﾐﾔｻﾞﾜﾏﾅ 城ヶ丘XC

7分08秒68 今田　萌3235 ｲﾏﾀﾞﾓｴ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分08秒69 郷津　涼佳3232 ｺﾞｳｽﾞｽｽﾞｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分10秒70 佐藤　伶美3252 ｻﾄｳﾚﾐ 城ヶ丘XC

7分11秒71 和田　聖香3242 ﾜﾀﾞｾｲｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

7分12秒72 阿久津　友里3284 ｱｸﾂﾕﾘ アラマキッズ

7分15秒73 酒井　ひかる3296 ｻｶｲﾋｶﾙ とよおかキッズ

7分16秒74 宮本　夏実3267 ﾐﾔﾓﾄﾅﾂﾐ 白馬南小学校

7分17秒75 長岡　瑞穂3299 ﾅｶﾞｵｶﾐｽﾞﾎ

7分19秒76 菊本　華彩季3266 ｷｸﾓﾄｶｱﾘ 白馬南小学校

7分19秒77 平林　響子3270 ﾋﾗﾊﾞﾔｼｷｮｳｺ 白馬南小学校

7分19秒78 尾身　悠3249 ｵﾐﾊﾙｶ 城ヶ丘XC

7分22秒79 西澤　叶菜3269 ﾆｼｻﾞﾜｶﾅ 白馬南小学校

7分25秒80 清原　悠夏3261 ｷﾖﾊﾗﾕｳｶ 白馬南小学校

7分25秒81 西澤　春菜3215 ﾆｼｻﾞﾜﾊﾙﾅ おたりのかぜ

7分26秒82 相沢　杏3213 ｱｲｻﾞﾜｱﾝ おたりのかぜ

7分34秒83 菅沼　真洸3298 ｽｶﾞﾇﾏﾏﾋﾛ とよおかキッズ

7分34秒84 清水　芽衣3264 ｼﾐｽﾞﾒｲ 白馬南小学校

7分37秒85 市川　貴実子3226 ｲﾁｶﾜｷﾐｺ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7分46秒86 望月　楓子3258 ﾓﾁﾂﾞｷﾌｳｺ 山ノ内南小学校

7分49秒87 鳥羽　美空3304 ﾄﾊﾞﾐｿﾗ 明科かけっこクラブ

7分53秒88 長岡　美咲3300 ﾅｶﾞｵｶﾐｻｷ

7分54秒89 吉岡　夏子3210 ﾖｼｵｶﾅﾂｺ 長地小学校

8分01秒90 小林　はるな3251 ｺﾊﾞﾔｼﾊﾙﾅ 城ヶ丘XC

8分03秒91 長谷川　萌絵3291 ﾊｾｶﾞﾜﾓｴ アラマキッズ

8分06秒92 髙力　明咲3223 ﾀｶﾘｷﾐｻｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

8分11秒93 丸山　渚3212 ﾏﾙﾔﾏﾅｷﾞｻ おたりのかぜ

8分11秒94 保科　香菜子3224 ﾎｼﾅｶﾅｺ 美麻小学校

8分21秒95 桜井　萌3260 ｻｸﾗｲﾓｴ 白馬南小学校

8分37秒96 小池　香澄3246 ｺｲｹｶｽﾐ 三本柳小学校

8分43秒97 石川　萌3306 ｲｼｶﾜ ﾓﾕﾙ 松庵小

8分54秒98 小林　櫻3265 ｺﾊﾞﾔｼ 白馬南小学校

8分57秒99 松沢　里菜3262 ﾏﾂｻﾞﾜﾘﾅ 白馬南小学校

10分25秒100 稲田　紗代3257 ｲﾅﾀﾞｻﾖ 山ノ内南小学校
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