
- 第21回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/7/22

スタート： 10:30:00

会場: 白馬スノーハープ

主催: 白馬村　一般財団法人長野陸上競技協会

3分40秒1 志田　采世2214 ｼﾀﾞ ｱﾔｾ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分41秒2 成澤　あん里2206 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越ＪＳＣ

3分45秒3 橋村　虹泉2217 ﾊｼﾑﾗ ｺｳﾐ 津幡ジュニア 

3分48秒4 上原 杏心2239 ｳｴﾊﾗ ｱﾝﾐ アラマキッズ

3分49秒5 遠藤　絢愛2233 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾅ 五泉少年ＭＣ

3分50秒6 森　美心2222 ﾓﾘ ﾐｺ 木島平小スキー部

3分50秒7 小野里　佳恋2201 ｵﾉｻﾞﾄ ｶﾚﾝ アラマキッズ

3分51秒8 黒沢　燈2207 ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越ＪＳＣ

4分02秒9 和田　亜依2224 ﾜﾀﾞ ｱｲ 木島平小スキー部

4分03秒10 山口　里乃2218 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ 津幡ジュニア 

4分04秒11 米原　小町2215 ﾖﾈﾊﾗ ｺﾏﾁ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分05秒12 田上 瑠花2263 ﾀｶﾞﾐ ﾙｶ 糸魚川小学校

4分09秒13 鈴木　美羽2234 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 五泉少年ＭＣ

4分09秒14 和田　亜海2225 ﾜﾀﾞ ｱﾐ 木島平小スキー部

4分10秒15 伊東 咲幸2267 ｲﾄｳ ｻﾕｷ 木島小学校

4分11秒16 石川 優菜2246 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 木島小学校

4分14秒17 金嶋 ゆうか2244 ｶﾅｼﾏ ﾕｳｶ アラマキッズ

4分16秒18 原田　ひかる2213 ﾊﾗﾀﾞ ﾋｶﾙ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分17秒19 久保田 美羽2252 ｸﾎﾞﾀ ﾐｳ

4分17秒20 黒田 和華2247 ｸﾛﾀﾞ ﾜｶ 日出学園小学校

4分18秒21 松澤 美里2241 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小谷小学校

4分18秒22 渡邊 友椛2266 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 科野小クロスカントリー

4分19秒23 鈴木 遥翔2257 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ アラマキッズ

4分19秒24 山崎　真桜2204 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ 白馬北小学校

4分19秒25 藤掛　ゆら2220 ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾗ おおたスポーツアカデミー

4分21秒26 大桑　未久2219 ｵｵｸﾜ ﾐｸ 津幡ジュニア 

4分22秒27 高橋　結花2216 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ 川中島ＪＲＣ

4分22秒28 富井　和歩子2208 ﾄﾐｲ ﾜﾎｺ 野沢温泉小学校

4分22秒29 今泉 優奈2259 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾅ アラマキッズ

4分23秒30 吉川 和花2255 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 白馬南小

4分23秒31 大林 由佳2242 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｶ アラマキッズ

4分24秒32 黒崎 心晴2251 ｸﾛｻｷ ｺｺﾊ 野田ジュニア

4分27秒33 山根　詩由2230 ﾔﾏﾈ ｼﾕ 白馬南小学校

4分28秒34 望月　寧来2211 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｽﾞｸ 山ノ内町立南小学校

4分29秒35 村田　心紬2202 ﾑﾗﾀ ﾐﾕｳ 松本市立鎌田小学校

4分30秒36 竹内　美里2221 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 木島平小スキー部

4分30秒37 塩島　ゆめ2228 ｼｵｼﾞﾏ ﾕﾒ 白馬北小学校

4分31秒38 草本　にこら2235 ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬南小学校

4分32秒39 小倉 蝶奈2248 ｵｸﾞﾗ ﾁｮｳﾅ 糸魚川東小学校

4分32秒40 高橋 莉子2265 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ 安曇野かけっこクラブ

4分35秒41 伊藤 立夏2271 ｲﾄｳ ﾘｯｶ 長野市立朝陽小学校

4分37秒42 養田　もえ2209 ﾖｳﾀﾞ ﾓｴ 山ノ内町立南小学校

4分39秒43 松中　叶2229 ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ 白馬南小学校

4分40秒44 木嶋 心彩2264 ｷｼﾞﾏ ｺｺｱ 糸魚川東小学校

4分41秒45 佐藤　なら2227 ｻﾄｳ ﾅﾗ 白馬北小

4分44秒46 笠原　れい2203 ｶｻﾊﾗ ﾚｲ 山ノ内町立東小学校

4分46秒47 川村 美沙都2268 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ 野沢温泉小学校

4分46秒48 矢口　彩由2237 ﾔｸﾞﾁ ｱﾕ 小谷小学校

4分46秒49 黒木 楓花2253 ｸﾛｷ ﾌｳｶ

4分47秒50 松井　暖果2226 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 白馬北小

ACHIEVEMENT



- 第21回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2018/7/22

スタート： 10:30:00

会場: 白馬スノーハープ

主催: 白馬村　一般財団法人長野陸上競技協会

4分47秒51 エンライト　愛理　シャンティ・2232 ｴﾝﾗｲﾄ ｱｲﾘ ｼｬﾝﾃｨｰ 白馬かけっこクラブ

4分50秒52 鬼久保 莉菜2272 ｵﾆｸﾎﾞ ﾘﾅ

4分52秒53 上沢 亜湖2243 ｶﾐｻﾜ ｱｺ 若穂ＲＣジュニア

4分53秒54 村越　千早2236 ﾑﾗｺｼ ﾁﾊﾔ 小谷小学校

4分54秒55 小相沢　麗海2205 ｺｱｲｻﾞﾜ ﾚﾐ 腰越ＪＳＣ

4分56秒56 山岸 花穂2261 ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾎ 糸魚川小学校

4分58秒57 熊井 夏2250 ｸﾏｲ ﾅﾂ

4分58秒58 荻原 咲良2260 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 野沢温泉小

4分58秒59 河野 若穂2269 ｺｳﾉ ﾜｶﾎ 野沢温泉小学校

5分02秒60 横尾 羽咲2240 ﾖｺｵ ﾂﾊﾞｻ 新潟県中郷小

5分04秒61 林　真穂2231 ﾊﾔｼ ﾏﾎ 白馬かけっこクラブ

5分04秒62 猪又　詩乃2238 ｲﾉﾏﾀ ｼﾉ 小谷村小学校

5分14秒63 小野沢 穂乃香2258 ｵﾉｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 山ノ内西小学校

5分17秒64 望月　優里2212 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾘ 山ノ内町立南小学校

5分19秒65 松本 真優奈2256 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕﾅ 裾花小学校

5分22秒66 山室 果鈴2262 ﾔﾏﾑﾛ ｶﾘﾝ

5分24秒67 佐藤 里南2254 ｻﾄｳ ﾘﾅ 木島平小学校

5分38秒68 青木 悠海2270 ｱｵｷ ﾕｳﾐ インターナショナル長野

5分43秒69 池田　愛菜2210 ｲｹﾀﾞ ｱｲﾅ 山ノ内町立南小学校

6分27秒70 小池 悠里2249 ｺｲｹ ﾕﾘ

ACHIEVEMENT


