
- 第21回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

4km　中学生　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： 11:00:00

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

15分21秒1 植田 日瑶里4265 ｳｴﾀﾞ ﾋﾖﾘ

15分32秒2 橋村　英里4249 ﾊｼﾑﾗ ｴﾘ ＯＰＴ（オプト）

15分47秒3 小林　百々果4239 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山ノ内中学校

16分20秒4 竹内　美琴4208 ﾀｹｳﾁ ﾐｺﾄ 木島平中学校スキー部

16分23秒5 山﨑　優風4238 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 山ノ内中学校

16分47秒6 髙相　玲那4233 ﾀｶｿｳ ﾚｲﾅ 山ノ内中学校

16分58秒7 小林　華蓮4255 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 城北中学校

17分05秒8 竹節　優菜4237 ﾀｹﾌｼ ﾕｳﾅ 山ノ内中学校

17分08秒9 丸山　夏乃4253 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾉ 城北中学校

17分16秒10 小林　凜4206 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝ 木島平中学校スキー部

17分19秒11 六塚　望杏4201 ﾑﾂﾂﾞｶ ﾉｱ 飯山城南中学校

17分24秒12 植田 虹乃花4262 ｳｴﾀﾞ ﾅﾉﾊ 岩名中学校

17分25秒13 関 萌夏4269 ｾｷ ﾓｴｶ モアＳＰＣ加賀

17分34秒14 石附 杏樹4264 ｲｼﾂﾞｷ ｱﾝｼﾞｭ

17分43秒15 髙橋　夢果4207 ﾀｶﾊｼ ﾕﾒｶ 木島平中学校スキー部

17分46秒16 唐澤 萌香4267 ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ 安曇野かけっこ

18分00秒17 佐藤　遥4210 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 木島平中学校スキー部

18分06秒18 山中　夢華4204 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾒｶ 飯山城南中学校

18分08秒19 中島　果歩4235 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾎ 山ノ内中学校

18分09秒20 笹嶋 くるみ4270 ｻｻｼﾞﾏ ｸﾙﾐ モアＳＰＣ加賀

18分12秒21 河野　千雪4247 ｺｳﾉ ﾁﾕｷ 野沢温泉中学校（クロス部）

18分14秒22 西澤 瑞姫4263 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ ◆◆◆コダック３◆◆◆

18分22秒23 荒川 美羽4260 ｱﾗｶﾜ ﾐｳ 岩名中学校

18分23秒24 湯本　美月4209 ﾕﾓﾄ ﾐﾂｷ 木島平中学校スキー部

18分26秒25 水野　夏楓4230 ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬中学校クロス部

18分27秒26 山田　愛葵4234 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 山ノ内中学校

18分38秒27 山本　真優4240 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 山ノ内中学校

18分39秒28 佐藤　笑瑠4205 ｻﾄｳ ｴﾙ 飯山城南中学校

18分42秒29 鎌倉　春音4226 ｶﾏｸﾗ ﾊﾙﾈ 白馬中学校クロス部

18分43秒30 北村　真彩4250 ｷﾀﾑﾗ ﾏｱﾔ 小谷村立小谷中学校

18分47秒31 アダムソン　寧音4232 ｱﾀﾞﾑｿﾝ ﾈﾈ 白馬中学校クロス部

18分47秒32 追分 梓心4259 ｵｲﾜｹ ｱｽﾞﾐ 野田市立二川中学校

18分51秒33 青木　佑月4236 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 山ノ内中学校

19分11秒34 竹花　明姫4216 ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 腰越ＪＳＣ

19分21秒35 宮嶋 林湖4261 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘﾝｺﾞ 白馬中ジャンプ部

19分25秒36 藤堂 七湖4271 ﾄｳﾄﾞｳ ﾅﾅｺ モアＳＰＣ加賀

19分34秒37 山本　風花4229 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 白馬中学校クロス部

19分38秒38 笹川 笑子4266 ｻｻｶﾞﾜ ｴﾐｺ 白馬中ジャンプ部

19分53秒39 横尾　彩乃4221 ﾖｺｵ ｱﾔﾉ

19分55秒40 小坂　璃彩4257 ｺｻｶ ﾘｻ 城北中学校

19分59秒41 徳武　春花4219 ﾄｸﾀｹ ﾊﾙｶ 戸隠中学校

20分12秒42 森村　実紅4218 ﾓﾘﾑﾗ ﾐｸ 戸隠中学校

20分14秒43 伊藤 呼春4268 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 長野市立三陽中学校

20分18秒44 伊東　璃乃4251 ｲﾄｳ ﾘﾉ 小谷村立小谷中学校

20分23秒45 森　かのん4245 ﾓﾘ ｶﾉﾝ 野沢温泉中学校（クロス部）

20分27秒46 川上　愛加4213 ｶﾜｶﾐ ﾏﾅｶ 上田市立菅平中学校

20分40秒47 加藤　夏海4241 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 野沢温泉中学校（クロス部）

20分52秒48 丸山　結衣4256 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ 城北中学校

20分56秒49 宮崎　雛乃4244 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾉ 野沢温泉中学校（クロス部）

21分22秒50 川久保　涼美4254 ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ 城北中学校

ACHIEVEMENT



- 第21回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

4km　中学生　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： 11:00:00

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

21分27秒51 野中　美南4246 ﾉﾅｶ ﾐﾅﾐ 野沢温泉中学校（クロス部）

21分36秒52 河野　小春4243 ｺｳﾉ ｺﾊﾙ 野沢温泉中学校（クロス部）

21分59秒53 富井　遥4248 ﾄﾐｲ ﾊﾙｶ 野沢温泉中学校（クロス部）

22分05秒54 塩島　楓菜4227 ｼｵｼﾞﾏ ﾌｳﾅ 白馬中学校クロス部

22分17秒55 横川　陽菜4231 ﾖｺｶﾜ ﾊﾙﾅ 白馬中学校クロス部

22分49秒56 深澤　真帆4252 ﾌｶｻﾜ ﾏﾎ 小谷村立小谷中学校

23分38秒57 山本　結萌4223 ＡＣ豊丘

23分38秒58 川村　綾香4242 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 野沢温泉中学校（クロス部）

23分39秒59 小林　愛莉4212 ｺﾊﾞﾔｲ ｱｲﾘ 信濃小中学校

24分24秒60 筒井　結貴4225 ＡＣ豊丘

26分42秒61 大口　瑠梨羽4203 ｵｵｸﾞﾁ ﾙﾘﾊ 飯山城南中学校

ACHIEVEMENT


