
- 第12回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

12部　4km中学生女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2009/7/19

スタート ： 10:00:00

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 　

17分05秒1 間野　七彩4214 ﾏﾉ ﾅﾅｻ team MANO

17分38秒2 池田　優子4247 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 腰越JSC

17分54秒3 滝沢　こずえ4264 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｽﾞｴ

17分56秒4 重田　結歌4204 ｼｹﾞﾀ ﾕｶ 草津中学校

18分33秒5 斉藤　みちる4244 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾙ 腰越JSC

18分36秒6 木田　里美4251 ｷﾀﾞ ｻﾄﾐ 信濃中学校

18分41秒7 宮崎　明日香4211 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｽｶ 山ノ内中学校

18分45秒8 関　里華4249 ｾｷ ﾘｶ 腰越JSC

19分00秒9 巾崎　友里江4254 ﾊﾊﾞｻﾞｷ ﾕﾘｴ

19分08秒10 松崎　夏美4245 ﾏﾂｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 腰越JSC

19分17秒11 沓掛　真実4252 ｸﾂｶｹ ﾏﾐ 信濃中学校

19分24秒12 望月　郁4224 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｵﾙ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

19分27秒13 宮崎　桃香4233 ﾐﾔｻﾞｷ ﾓﾓｶ A.C.TOYAMAJr.

19分32秒14 佐藤　結衣4220 ｻﾄｳ ﾕｲ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

19分44秒15 渡辺　祐佳4217 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 木島平中学校

19分44秒16 小松　奈恵4260 ｺﾏﾂ ﾅｴ 木島平中学校

19分50秒17 丸山　さくら4221 ﾏﾙﾔﾏ ｻｸﾗ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

20分03秒18 黒岩　美怜4222 ｸﾛｲﾜ ﾐﾚｲ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

20分05秒19 川崎　萌美4216 ｶﾜｻｷ ﾒｸﾞﾐ 木島平中学校

20分06秒20 田中　美央4228 ﾀﾅｶ ﾐｵ 白馬中ｸﾛｽ部

20分06秒21 若山　萌子4256 ﾜｶﾔﾏ ﾓｴｺ まつだいクロカンスキークラブ

20分12秒22 小林　海優4223 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

20分12秒23 篠崎　夏実4230 ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 白馬中ｸﾛｽ部

20分12秒24 関　あかね4246 ｾｷ ｱｶﾈ 腰越JSC

20分16秒25 天野　千穂4226 ｱﾏﾉ ﾁﾎ 白馬中ｸﾛｽ部

20分18秒26 糸乘　えりか4202 ｲﾄﾉﾘ ｴﾘｶ 山ノ内中学校ｸﾛｽ部

20分22秒27 竹原　みなみ4265 ﾀｹﾊﾗ ﾐﾅﾐ 木島平中学校

20分34秒28 芳澤　茜4231 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｶﾈ 白馬中ｸﾛｽ部

20分37秒29 長澤　茜4227 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｶﾈ 白馬中ｸﾛｽ部

20分37秒30 清水　直子4258 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｺ

20分44秒31 丸山　葉4229 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｳ 白馬中ｸﾛｽ部

20分45秒32 梶谷　みさき4238 ｶｼﾞﾀﾆ ﾐｻｷ 小谷中学校

20分46秒33 小倉　文香4212 ｵｸﾞﾗ

20分49秒34 根本　風花4210 ﾈﾓﾄ ﾌｳｶ 小谷ｼﾞｭﾆｱ

20分58秒35 江田　菜月4261 ｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 木島平中学校

20分58秒36 宮﨑　香帆4207 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾎ 草津中学校

21分07秒37 西谷　咲香4218 ﾆｼﾀﾆ ｴﾐｶ 木島平中学校

21分12秒38 山﨑　春奈4266 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 木島平中学校

21分14秒39 栗田　渚4206 ｸﾘﾀ ﾅｷﾞｻ 飯山第一中学校XC

21分17秒40 深澤　このみ4236 ﾌｶｻﾞﾜ ｺﾉﾐ 小谷中学校

21分18秒41 前澤　美由希4259 ﾏｴｻﾞﾜ ﾐﾕｷ

21分28秒42 荻原　渚4253 ｵｷﾞﾜﾗ ﾅｷﾞｻ 信濃中学校

21分29秒43 井上　亜由美4267 ｲﾉｳｴ ｱﾕﾐ まつだいクロカンスキークラブ

21分30秒44 中村　知佳4235 ﾅｶﾑﾗ ﾁｶ 小谷中学校

21分45秒45 久保田　ゆりあ4203 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾘｱ 草津中学校

21分48秒46 佐藤　知華4242 ｻﾄｳ ﾁｶ 小谷中学校

22分02秒47 川村　芽衣4208 ｶﾜﾑﾗ ﾒｲ

22分06秒48 秋本　結女4205 ｱｷﾓﾄ ﾕﾒ 草津中学校

22分32秒49 平川　成美4237 ﾋﾗｶﾜ ﾅﾙﾐ 小谷中学校

22分44秒50 相澤　杏4241 ｱｲｻﾞﾜ ｱﾝ 小谷中学校
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22分50秒51 山田　若奈4240 ﾔﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 小谷中学校

23分20秒52 森　玲花4225 ﾓﾘ ﾚｲｶ 白馬中学校

23分34秒53 山崎　美優4257 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾕ

23分39秒54 長谷　奈月4232 ﾊｾ ﾅﾂｷ 白馬中ｸﾛｽ部

23分43秒55 田邊　千晴4269 ﾀﾅﾍﾞ ﾁﾊﾙ

24分22秒56 岩崎　真奈4215 ｲﾜｻｷ ﾏﾅ

25分21秒57 酒井　ひかる4250 ｻｶｲ ﾋｶﾙ 豊丘中学校

27分11秒58 太田　雅美子4234 ｵｵﾀ ﾏﾐｺ 小谷中学校
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