
- 第12回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

9部　1km小学生3,4年女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2009/7/19

スタート ： 9:40:00

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59秒1 田中　ジェシカ2242 ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 腰越JSC

4分11秒2 佐藤　真由2269 ｻﾄｳ ﾏﾕｳ 小諸ＪＥＣ

4分13秒3 和田　有菜2237 ﾜﾀﾞ ﾕﾅ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4分15秒4 大石　麻衣2263 ｵｵｲｼ ﾏｲ アラマキッズ

4分16秒5 小林　菜々夏2240 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｶ 腰越JSC

4分18秒6 小林　成美2236 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾐ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4分19秒7 齊藤　茉由子2276 ｻｲﾄｳ ﾏﾕｺ アラマキッズ

4分21秒8 庵　悠紀2260 ｲｵﾘ ﾕｳｷ A.C.TOYAMAJr.

4分28秒9 祖父江　凛2268 ｿﾌﾞｴ ﾘﾝ 戸狩小学校

4分28秒10 藤田　優子2261 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺ A.C.TOYAMAJr.

4分31秒11 小川　あかり2244 ｵｶﾞﾜ ｱｶﾘ 城ヶ丘XC

4分32秒12 大野　莉穂2203 ｵｵﾉ ﾘﾎ 山ノ内西小学校

4分34秒13 小林　祐華2241 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 腰越JSC

4分37秒14 唐木　千穂2206 ｶﾗｷ ﾁﾎ 宮田小学校

4分38秒15 松本　逸希2220 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｷ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分38秒16 髙橋　莉那2227 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 白馬南小学校

4分40秒17 下沢　瑠菜2221 ｼﾓｻﾞﾜ ﾙﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分41秒18 春日　桃桜2280 ｶｽｶﾞ ﾓﾓｵ 駒ヶ根中沢RC

4分42秒19 石原　美帆2257 ｲｼﾊﾗ ﾐﾎ 俵町ﾁﾋﾞﾃﾞｶWINS

4分42秒20 小林　志織2205 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 柏原小学校

4分45秒21 矢沢　莉子2275 ﾔｻﾞﾜ ﾘｺ アラマキッズ

4分46秒22 山本　明里2238 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 山ノ内東小学校

4分46秒23 黒川　真由香2258 ｸﾛｶﾜ ﾏﾕｶ 俵町ﾁﾋﾞﾃﾞｶWINS

4分47秒24 山﨑　栞奈2215 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

4分54秒25 村上　明日香2259 ﾑﾗｶﾐ ｱｽｶ

4分55秒26 阿部　萌生2207 ｱﾍﾞ ﾒｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分56秒27 長内　里紅2222 ｵｻﾅｲ ﾘｸ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

5分01秒28 岩渕　春菜2278 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾊﾙﾅ 山

5分02秒29 相川　真穂2273 ｱｲｶﾜ ﾏﾎ アラマキッズ

5分03秒30 小林　もも花2217 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 戸狩小学校

5分03秒31 渡邉　愛永2272 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅｴ 南部小スキー部

5分04秒32 吉澤　優花2211 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｶ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

5分04秒33 北村　桃子2253 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分04秒34 関口　鈴菜2208 ｾｷｸﾞﾁ ﾘﾝﾅ

5分04秒35 水嶋　柚希2255 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｽﾞｷ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分09秒36 松本　かなみ2271 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾐ 南部小スキー部

5分11秒37 森永　ののか2264 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾉﾉｶ 高島レーサーズ

5分14秒38 笠原　芽生2214 ｶｻﾊﾗ ﾒｲ 柏原小学校

5分14秒39 塩川　あかり2243 ｼｵｶﾜ ｱｶﾘ 腰越JSC

5分15秒40 岩田　真由2213 ｲﾜﾀ ﾏﾕ ｱﾏﾗｷｯｽﾞ

5分16秒41 市川　日奈子2234 ｲﾁｶﾜ ﾋﾅｺ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分19秒42 下川　詩織2223 ｼﾓｶﾜ ｼｵﾘ 白馬南小学校

5分21秒43 千国　楓花2249 ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分21秒44 西澤　芽衣2251 ﾆｼｻﾞﾜ ﾒｲ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分21秒45 上條　優芽2219 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕﾒ 山形小学校

5分22秒46 田川　実侑2262 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 菅平小学校

5分23秒47 寺井　まひろ2265 ﾃﾗｲ ﾏﾋﾛ

5分24秒48 大月　来夢2201 ｵｵﾂｷ ﾗｲﾑ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

5分25秒49 泉澤　明音2212 ｲｽﾞﾐｻﾜ ｱｶﾈ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分31秒50 吉岡　綾子2202 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 長地小学校

ATHLETE-TAG by CHOPPER



- 第12回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

9部　1km小学生3,4年女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2009/7/19

スタート ： 9:40:00

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 　

5分34秒51 佐藤　美希2226 ｻﾄｳ ﾐｷ 白馬南小学校

5分36秒52 安井　友梨2267 ﾔｽｲ ﾕﾘ 高島レーサーズ

5分37秒53 浦野　美空2231 ｳﾗﾉ ﾐｸ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分38秒54 長澤　希2228 ﾅｶﾞｻﾜ ﾉｿﾞﾐ 白馬南小学校

5分39秒55 鈴木　聖来2279 ｽｽﾞｷ ｾｲﾗ 高崎市立八幡小

5分40秒56 松本　菜月2218 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 山形小学校

5分41秒57 松澤　なつめ2254 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅﾂﾒ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分41秒58 吉澤　愛2256 ﾖｼｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分41秒59 山口　舞珠2225 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｼｭ 白馬南小学校

5分42秒60 島田　もも2246 ｼﾏﾀﾞ ﾓﾓ 城ヶ丘XC

5分47秒61 小松　さくら2270 ｺﾏﾂ ｻｸﾗ 南部小スキー部

5分48秒62 中村　香月2250 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分51秒63 米倉　萌実2281 ﾖﾈｸﾗ ﾓｴﾐ

5分55秒64 二口　愛海2274 ﾌﾀｸﾁ ｱﾐ

5分56秒65 角田　萌2209 ｶｸﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 高丘小学校

5分57秒66 塩川　真輝2204 ｼｵｶﾜ ﾏｷ 裾花小学校

5分57秒67 海端　奈月2210 ｳﾐﾊﾀ ﾅﾂｷ 美麻小学校

5分57秒68 相沢　梨2248 ｱｲｻﾞﾜ ﾘﾝ 小谷小学校（おたりのかぜ）

5分58秒69 湯本　果琳2232 ﾕﾓﾄ ｶﾘﾝ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分58秒70 長島　ちなみ2239 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 山ノ内東小学校

5分58秒71 安井　公望2266 ﾔｽｲ ｸﾐ 高島レーサーズ

6分00秒72 髙野　雪菜2229 ﾀｶﾉ ﾕｷﾅ 白馬南小学校

6分01秒73 高橋　夏海2247 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ 城ヶ丘XC

6分05秒74 蕪木　千乃2245 ｶﾌﾞﾗｷ ﾕｷﾉ 城ヶ丘XC

6分10秒75 榊原　遥香2283 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾊﾙｶ

6分10秒76 吉澤　未久2252 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐｸ 小谷小学校（おたりのかぜ）

6分11秒77 清水　捺央2235 ｼﾐｽﾞ ﾅｵ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分17秒78 青木　純鈴2224 ｱｵｷ ｽﾐﾚ 白馬南小学校

6分18秒79 西澤　詩那2230 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｲﾅ 白馬南小学校

6分25秒80 高平　あゆみ　2216 ﾀｶﾋﾗ ｱﾕﾐ 美麻小学校

6分39秒81 村守　深雪2277 ﾑﾗﾓﾘ ﾐﾕｷ 鹿島ＡＣ

6分50秒82 池田　風香2233 ｲｹﾀﾞ ﾌｳｶ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7分44秒83 杉本　光穗2282 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾎ 立山ランランクラブ　
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