
- 第18回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

種目No,14　1ｋｍ小学生3,4年女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2015/7/26

スタート ： 10:10:00

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38秒1 牧内　大華2210 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越ＪＳＣ

3分40秒2 淀　果南実2208 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 川中島ＪＲＣ

3分46秒3 山﨑　吏桜2235 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

3分46秒4 林　桜2248 ﾊﾔｼ ｻｸﾗ チームＭＡＮＯ

3分49秒5 永井　美空2207 ﾅｶﾞｲ ﾐｸ 川中島ＪＲＣ

3分52秒6 石塚　遥名2256 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ アラマキッズ

3分54秒7 清水　咲帆2251 ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ アラマキッズ

3分56秒8 辻　芽衣2203 ﾂｼﾞ ﾒｲ 安曇野かけっこ

3分59秒9 藤栄　遥2201 ﾄｳｴｲ ﾊﾙｶ 野田ジュニア

3分59秒10 出澤　幸芽2260 ﾃﾞｻﾜ ｺｳﾒ 駒ケ根中沢ＲＣ

4分01秒11 清水　明日香2205 ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分05秒12 濱元　咲帆2249 ﾊﾏﾓﾄ ｻﾎ チームＭＡＮＯ

4分08秒13 佐伯　風帆2268 ｻｴｷ ｶｽﾞﾎ 軽井沢Ａ＆ＡＣ

4分09秒14 吉村　愛2244 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾅ モアＳＰＣ加賀

4分09秒15 吉田　希羽2202 ﾖｼﾀﾞ ｷﾊﾈ アラマキッズ

4分14秒16 中島　光流2214 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ A.C.TOYAMA

4分14秒17 西澤　愛姫2253 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾅｷ コダック３

4分15秒18 西澤　穂姫2252 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾅｷ コダック３

4分15秒19 新納　咲希2216 ｼﾝﾉｳ ｻｷ A.C.TOYAMA

4分17秒20 丸山　佳織2228 ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷小学校

4分18秒21 山中　楓葉2226 ﾔﾏﾅｶ ｶｴﾃﾞ 小谷小学校

4分19秒22 山下　りこぼ2243 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺﾎﾞ 白馬南小学校

4分19秒23 荻原　佳那2269 ｵｷﾞﾜﾗ ｶﾅ 軽井沢Ａ＆ＡＣ

4分21秒24 水野　夏楓2242 ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬南小学校

4分22秒25 倉田　乃綾2238 ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ノ内南小学校

4分22秒26 牧田　鈴葉2229 ﾏｷﾀ ｽｽﾞﾊ まつだいCSC

4分26秒27 髙倉　歩実2215 ﾀｶｸﾗ ｱﾕﾐ A.C.TOYAMA

4分27秒28 徳竹　優子2209 ﾄｸﾀｹ ﾕｳｺ 川中島ＪＲＣ

4分28秒29 関根　さくら2265 ｾｷﾈ ｻｸﾗ 野田ジュニア

4分29秒30 高橋　幸由実2264 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 飯山小

4分29秒31 蓮井　瑠菜2204 ﾊｽｲ ﾙﾅ 安曇野かっけこクラブ

4分30秒32 田島　さくら2220 ﾀｼﾞﾏ AC豊丘

4分32秒33 滝沢　さくら2261 ﾀｷｻﾞﾜ ｻｸﾗ 駒ケ根中沢ＲＣ

4分32秒34 萩原　愛美2227 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 小谷小学校

4分32秒35 唐澤　萌香2267 ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ 三郷小学校

4分33秒36 髙橋　実楽2232 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分34秒37 山田　紗羽2223 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜ 白馬北小学校

4分34秒38 桜井　優来2217 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾗ A.C.TOYAMA

4分36秒39 小林　佳乃子2234 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉｺ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分38秒40 斉藤　舞唯2212 ｻｲﾄｳ ﾏｲ 腰越ＪＳＣ

4分39秒41 山賀　陽菜実2231 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾅﾐ まつだいCSC

4分40秒42 石川　希和子2225 ｲｼｶﾜ ｷﾜｺ 小谷小学校

4分41秒43 田上　桃花2266 ﾀｶﾞﾐ ﾓｶ 糸魚川小学校

4分41秒44 松沢　意2222 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 白馬北小学校

4分41秒45 下村　穂乃香2246 ｼﾓﾑﾗ ﾎﾉｶ モアＳＰＣ加賀

4分44秒46 小林　鈴々2258 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 科野小ＳＣ

4分45秒47 原　あさひ2255 ﾊﾗ ｱｻﾋ 白馬南小学校

4分51秒48 黒岩　美羽2236 ｸﾛｲﾜ ﾐｳ 山ノ内東小学校

4分52秒49 湯本　美園2233 ﾕﾓﾄ ﾐｿﾉ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分53秒50 丸山　琴音2219 ﾏﾙﾔﾏ AC豊丘
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4分54秒51 斉藤　葵実2211 ｻｲﾄｳ ｷﾐ 腰越ＪＳＣ

4分55秒52 後澤　亜緒衣2218 ｱﾄｻﾜ AC豊丘

4分56秒53 西元　あかり1212 ﾆｼﾓﾄ ｱｶﾘ AC豊丘

4分57秒54 帯刀　詩2262 ｵﾋﾞﾅﾀ ｳﾀ 真田クラブ

4分58秒55 松澤　実夢2263 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 泉台小学校

4分59秒56 吉川　陽菜2241 ﾖｼｶﾜ ﾋﾅ 白馬南小学校

5分00秒57 高橋　みなみ2257 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 科野小ＳＣ

5分04秒58 池田　陽菜2239 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 山ノ内南小学校

5分04秒59 山本　帆乃香2237 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 山ノ内東小学校

5分09秒60 坂井　みのり2230 ｻｶｲ ﾐﾉﾘ まつだいCSC

5分12秒61 伊藤　美紗2206 ｲﾄｳ ﾐｲｼｬ

5分14秒62 窪田　環菜2240 ｸﾎﾞﾀ ｶﾝﾅ 白馬南小学校

5分16秒63 谷内　万菜伽2250 ﾀﾆｳﾁ ﾏﾅｶ 滑川市西部小

5分17秒64 下村　悠莉2213 ｼﾓﾑﾗ ﾕﾘ 腰越ＪＳＣ

5分24秒65 佐々木　弥愛2247 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 桃李小学校

5分28秒66 横川　陽菜2224 ﾖｺｶﾜ ﾊﾙﾅ 白馬北小学校

5分35秒67 小林　紅葉2259 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾚﾊ 科野小ＳＣ

5分39秒68 藤沢　陽菜2245 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ モアＳＰＣ加賀
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