
- 第９回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

9部  小学生5,6年女子 1.5km
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属 備考

 2006/7/16

スタート： 9:20:00

会場: 長野県白馬村

主催: 大会組織委員会

 6分 6秒1 湯澤　ほのか3259 ﾕｻﾞﾜﾎﾉｶ 駒ヶ根中沢RC

 6分12秒2 飯嶋　まりこ3229 ｲｲｼﾞﾏﾏﾘｺ 松川小学校

 6分15秒3 木田　真美子3204 ｷﾀﾞﾏﾐｺ 古間小学校

 6分16秒4 岸　郁奈3267 ｷｼｱﾔﾅ 腰越ＪＳＣ

 6分18秒5 中島　亜紀3266 ﾅｶｼﾞﾏｱｷ 腰越ＪＳＣ

 6分19秒6 滝沢　こずえ3256 ﾀｷｻﾞﾜｺｽﾞｴ 山ノ内町立東小学校

 6分23秒7 瀧澤　彩3242 ﾀｷｻﾞﾜｱﾔ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

 6分24秒8 山本　晴佳3243 ﾔﾏﾓﾄﾊﾙｶ 野田ジュニア陸上クラブ

 6分28秒9 大田　唯3281 ｵｵﾀﾕｲ らくさいRC

 6分30秒10 渡邉　愛美3203 ﾜﾀﾅﾍﾞｱﾐ 万代長嶺小6年

 6分31秒11 田村　友理奈3247 ﾀﾑﾗﾕﾘﾅ 野田ジュニア

 6分33秒12 赤羽　美紅3262 ｱｶﾊﾈﾐｸ 駒ヶ根中沢RC

 6分34秒13 井上　祐衣3282 ｲﾉｳｴﾕｲ らくさいRC

 6分35秒14 森田　みなみ3252 ﾓﾘﾀﾐﾅﾐ 野田ジュニア陸上クラブ

 6分35秒15 渡辺　美沙3249 ﾜﾀﾅﾍﾞﾐｻ 野田ジュニア陸上クラブ

 6分38秒16 小林　真帆3217 ｺﾊﾞﾔｼﾏﾎ

 6分39秒17 齋藤　圭以3245 ｻｲﾄｳｹｲ 野田ジュニア陸上クラブ

 6分39秒18 上原　香里3209 ｳｴﾊﾗｶｵﾘ アベベ駅伝クラブ

 6分42秒19 深澤　陽3211 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 城南

 6分44秒20 池田　優子3265 ｹﾀﾞﾕｳｺ 腰越ＪＳＣ

 6分45秒21 松崎　夏美3263 ﾏﾂｻﾞｷﾅﾂﾐ 腰越ＪＳＣ

 6分51秒22 安西　琴乃3260 ｱﾝｻﾞｲｺﾄﾉ 駒ヶ根中沢RC

 6分55秒23 斉藤　みちる3264 ｻｲﾄｳﾐﾁﾙ 腰越ＪＳＣ

 6分57秒24 村田　笑歌3270 ﾑﾗﾀｴﾐｶ おぢゃファイトクラブ

 7分 0秒25 東條　恵佳3275 ﾄｳｼﾞｮｳｱﾔｶ 妙高小クロカン部

 7分 3秒26 藤野　映里3277 ﾌｼﾞﾉｴﾘ 妙高小クロカン部

 7分 4秒27 川崎　萌美3231 ｶﾜｻｷﾒｸﾞﾐ 木島平南部小

 7分 5秒28 国井　美穂3241 ｸﾆｲﾐﾎ 野田ジュニア陸上クラブ

 7分 6秒29 黒岩　美怜3258 ｸﾛｲﾜﾐﾚｲ 山ノ内町立東小学校

 7分 7秒30 和田　沙織3280 ﾜﾀﾞｻｵﾘ らくさいRC

 7分 7秒31 塩川　優3279 ｼｵｶﾜﾕｳ らくさいRC

 7分12秒32 田中　美央3206 ﾀﾅｶ ﾐｵ 白馬南小学校

 7分14秒33 西谷　咲香3240 ﾆｼﾀﾆｴﾐｶ 木島平南部小学校

 7分15秒34 染谷　結3251 ｿﾒﾔﾕｲ 野田ジュニアクラブ

 7分15秒35 池田　友美3221 ｲｹﾀﾞﾕﾐ 山ノ内西小XC

 7分17秒36 糸乗　えりか3220 ｲﾄﾉﾘｴﾘｶ 山ノ内西小XC

 7分20秒37 神谷　紗穂3201 ｶﾐﾔ ｻﾎ 安城北部小学校

 7分21秒38 田中　咲希3226 ﾀﾅｶｻｷ 科野小XCスキークラブ

 7分21秒39 霜鳥　由美3276 ｼﾓﾄﾘﾕﾐ 妙高小クロカン部

 7分23秒40 望月　郁3253 ﾓﾁﾂﾞｷｶｵﾙ 山ノ内南小スキー部

 7分23秒41 中澤　佳衣3213 ﾅｶｻﾞﾜｹｲ 長野原町

 7分26秒42 湯本　純美加3278 ﾕﾓﾄｽﾐｶ 木島平南部小

 7分29秒43 小林　夏希3225 ｺﾊﾞﾔｼﾅﾂｷ 科野小XCスキークラブ

 7分30秒44 市川　夕貴葉3224 ｲﾁｶﾜﾕｷﾊ 科野小XCスキークラブ

 7分30秒45 丸山　葉3216 ﾏﾙﾔﾏﾖｳ 白馬北小学校

 7分33秒46 月岡　成美3222 ﾂｷｵｶﾅﾙﾐ 山ノ内西小XC

 7分36秒47 片柳　遥3269 ｶﾀﾔﾅｷﾞﾊﾙｶ おぢゃファイトクラブ

 7分40秒48 能芝　七海3234 ﾉｼﾊﾞ ﾅﾅﾐ マキノジュニア

 7分42秒49 堀川　ひなり3239 ﾎﾘｶﾜ ﾋﾅﾘ マキノジュニア

 7分42秒50 宮島　映里奈3210 ﾐﾔｼﾞﾏｴﾘﾅ
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 7分43秒51 青井　聡美3235 ｱｵｲ ｻﾄﾐ マキノジュニア

 7分43秒52 松沢　奈央3215 ﾏﾂｻﾞﾜﾅｵ 白馬北小学校

 7分46秒53 望月　あやめ3274 ﾓﾁﾂﾞｷｱﾔﾒ 妙高小クロカン部

 7分47秒54 長澤　茜3248 ﾅｶﾞｻﾜｱｶﾈ 白馬南小学校

 7分49秒55 伊藤　さえ3230 ｲﾄｳｻｴ

 7分49秒56 佐藤　結衣3257 ｻﾄｳﾕｲ 山ノ内町立東小学校

 7分52秒57 望月　涼子3250 ﾓﾁﾂﾞｷﾘｮｳｺ 山ノ内南小スキー部

 7分53秒58 前川　あずさ3238 ﾏｴｶﾜ ｱｽﾞｻ マキノジュニア

 7分56秒59 児玉　美穂3255 ｺﾀﾞﾏﾐﾎ 明科かけっこクラブ

 8分 0秒60 垣貫　帆香3237 ｶｷﾇｷ ﾎﾉｶ マキノジュニア

 8分 1秒61 山形　毬野3273 ﾔﾏｶﾞﾀﾏﾘﾉ 大町市立美麻小学校

 8分 4秒62 和田　ゆたか3271 ﾜﾀﾞﾕﾀｶ おぢゃファイトクラブ

 8分 8秒63 小池　萌加3207 ｺｲｹﾓｴｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

 8分10秒64 坂口　菜穂3236 ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾎ マキノジュニア

 8分10秒65 児玉　あずさ3254 ｺﾀﾞﾏｱｽﾞｻ 山ノ内南小スキー部

 8分21秒66 横山　仁夏3283 ﾖｺﾔﾏﾐｶ

 8分26秒67 桜井　陽菜3246 ｻｸﾗｲﾊﾙﾅ 山ノ内南小スキー部

 8分30秒68 藤田　彩花3202 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｶ 井口小学校

 8分32秒69 浦野　菜月3223 ｳﾗﾉﾅﾂｷ 科野小XCスキークラブ

 8分38秒70 藤松　優3272 ﾌｼﾞﾏﾂﾕｳ 四賀駅伝クラブ

 8分39秒71 茗荷　理沙3219 ﾐｮｳｶﾞ ﾘｻ ひみこ

 8分59秒72 太田　雅美子3205 ｵｵﾀﾏﾐｺ おたりの星

 9分 0秒73 髙木　千穂3228 ﾀｶｷﾞﾁﾎ 信州新町小学校

 9分28秒74 立花　美鈴3232 ﾀﾁﾊﾞﾅﾐｽｽﾞ 大町北小学校

 9分34秒75 柳澤　由佳3212 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｶ
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