
- 第12回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

10部  1.5km小学生5,6年女子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2009/7/19

スタート ： 9:50:00

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 　

6分01秒1 川岡　風月3203 ｶﾜｵｶ ﾌﾂﾞｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分04秒2 宝田　彩香3269 ﾀｶﾗﾀﾞ ｻﾔｶ A.C.TOYAMAJr.

6分04秒3 中村　智美3267 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ A.C.TOYAMAJr.

6分07秒4 小林　美帆3241 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分09秒5 新原　徳子3242 ｼﾝﾊﾞﾗ ﾄｸｺ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分11秒6 西本　梨花3244 ﾆｼﾓﾄ ﾘｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分19秒7 渡辺　愛珠3206 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾐ 山ノ内西小学校

6分22秒8 蟹沢　紗希3283 ｶﾆｻﾜ ｻｷ 駒ヶ根中沢RC

6分26秒9 大崎　光3218 ｵｵｻｷ ﾋｶﾙ team MANO

6分26秒10 堀内　智加3286 ﾎﾘｳﾁ ﾁｶ 駒ヶ根中沢RC

6分28秒11 竹内　優花3285 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 坂城JAC

6分30秒12 甘利　祐子3207 ｱﾏﾘ ﾕｳｺ 東御市陸上教室

6分30秒13 田川　綺菜3270 ﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾅ 菅平小学校

6分33秒14 牧野　多恵3264 ﾏｷﾉ ﾀｴ 俵町ﾁﾋﾞﾃﾞｶWINS

6分34秒15 竹内　美翔3245 ﾀｹｳﾁ ﾐｳ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

6分34秒16 千野　恵実3289 ﾁﾉ ﾒｸﾞﾐ

6分36秒17 佐久間　若菜3214 ｻｸﾏ ﾜｶﾅ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

6分36秒18 蒲田　真里3276 ｶﾏﾀ ﾏﾘ アラマキッズ

6分37秒19 岩田　優奈3212 ｲﾜﾀ ﾕｳﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分42秒20 山本　千明3246 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｱｷ 山ノ内東小学校

6分47秒21 浅水　千歩3271 ｱｻﾐｽﾞ ﾁﾎ 野田ジュニア

6分48秒22 堀田　璃苑3217 ﾎﾘﾀ ﾘｵﾝ team MANO

6分48秒23 宮崎　日香里3248 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｶﾘ 山ノ内東小学校

6分49秒24 山本　楓3250 ﾔﾏﾓﾄ ｶｴﾃﾞ 山ノ内南小学校

6分50秒25 赤澤　あゆな3232 ｱｶｻﾞﾜ ｱﾕﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分53秒26 米沢　美柚3266 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾕ A.C.TOYAMAJr.

6分57秒27 鳥羽　美宇3221 ﾄﾊﾞ ﾐｳ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

6分59秒28 池上　有咲3287 ｲｹｶﾞﾐ ｱｻｷ 駒ヶ根中沢RC

7分01秒29 松沢　実紀3225 ﾏﾂｻﾜ ﾐﾉﾘ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分01秒30 児玉　奈美3208 ｺﾀﾞﾏ ﾅﾐ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

7分03秒31 日野　美香3231 ﾋﾉ ﾐｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分04秒32 太田　三保子3262 ｵｵﾀ ﾐﾎｺ 小谷小学校（おたりのかぜ）

7分06秒33 田中　杏子3204 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明小学校

7分10秒34 井上　はな3201 ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 富士里小学校

7分12秒35 吉澤　佳甫3229 ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾎ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分12秒36 小原　彩3230 ｵﾊﾗ ｱﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分13秒37 和田　聖香3243 ﾜﾀﾞ ｾｲｶ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

7分14秒38 宮澤　真菜3259 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅ 城ヶ丘XC

7分14秒39 平野　成恵3237 ﾋﾗﾉ ﾅﾙｴ 白馬南小学校

7分15秒40 入江　唯3224 ｲﾘｴ ﾕｲ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分16秒41 臼井　夏海3282 ｳｽｲ ﾅﾂﾐ 山ノ内

7分16秒42 諸山　晴菜3278 ﾓﾛﾔﾏ ﾊﾙﾅ 小諸ＪＥＣ

7分16秒43 岡澤　沙季3260 ｵｶｻﾞﾜ ｻｷ 小谷小学校（おたりのかぜ）

7分16秒44 鳥羽　若菜3209 ﾄﾊﾞ ﾜｶﾅ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

7分19秒45 牧元　美沙3265 ﾏｷﾓﾄ ﾐｻ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分19秒46 稲葉　さくら3273 ｲﾅﾊﾞ ｻｸﾗ 立山ランラン

7分19秒47 今田　萌3234 ｲﾏﾀﾞ ﾓｴ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分21秒48 町田　聖華3272 ﾏﾁﾀﾞ ｾｲｶ 茅ヶ崎台小学校

7分22秒49 石山　祐莉3213 ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾘ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

7分22秒50 成澤　朋花3247 ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｶ 山ノ内東小学校
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7分25秒51 宮園　侑希3256 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾕｷ 城ヶ丘XC

7分30秒52 松沢　帆奈3227 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊﾝﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分33秒53 中澤　真菜3288 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾅ

7分33秒54 嘉部　さやか3279 ｶﾍﾞ ｻﾔｶ 南部小スキー部

7分34秒55 望月　楓子3252 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾌｳｺ 山ノ内南小学校

7分35秒56 庭野　侑希3255 ﾆﾜﾉ ﾕｷ 城ヶ丘XC

7分38秒57 山本　華子3249 ﾔﾏﾓﾄ ｶｺ 山ノ内東小学校

7分39秒58 樋口　明莉3257 ﾋｸﾞﾁ ｱｶﾘ 城ヶ丘XC

7分40秒59 柳沢　留衣3233 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｲ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分45秒60 宍戸　晃子3215 ｼｼﾄﾞ ｱｷｺ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

7分47秒61 郷津　涼佳3226 ｺﾞｳﾂﾞ ｽｽﾞｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分52秒62 吉岡　夏子3202 ﾖｼｵｶ ﾅﾂｺ 長地小学校

7分54秒63 尾身　悠3258 ｵﾐ ﾊﾙｶ 城ヶ丘XC

7分55秒64 荻原　優3240 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

8分05秒65 白鳥　あかり3239 ｼﾛﾄﾘ ｱｶﾘ 科野小XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

8分08秒66 森永　璃子3275 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｺ

8分10秒67 本間　海音3281 ﾎﾝﾏ ｱﾏﾈ 南部小スキー部

8分14秒68 滝川　樹野3261 ﾀｷｶﾞﾜ ｼﾞｭﾉ 小谷小学校（おたりのかぜ）

8分14秒69 斉藤　菜月3290 ｻｲﾄｳ ﾅﾂｷ アラマキッズ

8分14秒70 樋口　りか3254 ﾋｸﾞﾁ ﾘｶ 城ヶ丘XC

8分15秒71 宮本　郁実3223 ﾐﾔﾓﾄ ｲｸﾐ 白馬南小学校

8分17秒72 髙橋　美希3253 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 城ヶ丘XC

8分21秒73 丸山　渚3263 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｷﾞｻ 小谷小学校（おたりのかぜ）

8分23秒74 清水　芽衣3236 ｼﾐｽﾞ ﾒｲ 白馬南小学校

8分23秒75 久保田　麻里3220 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

8分25秒76 坂口　未祐3274 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾕ 高島レーサーズ

8分25秒77 長澤　妙3222 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 白馬南小学校

8分25秒78 杉本　留菜3291 ｽｷﾞﾓﾄ ﾙﾅ 立山ランランクラブ

8分26秒79 小日向　友香3284 ｺﾋﾞﾅﾀ ﾄﾓｶ 明科かけっこクラブ

8分27秒80 池田　玲3277 ｲｹﾀﾞ ﾚｲ 小諸ＪＥＣ

8分31秒81 小林　春陽3280 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾋ 南部小スキー部

9分04秒82 岡村　有紗3211 ｵｶﾑﾗ ｱﾘｻ

9分15秒83 桜井　萌3235 ｻｸﾗｲ ﾓｴ 白馬南小学校

9分55秒84 竹村　優花3238 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶ 白馬南小学校

10分12秒85 稲田　紗代3251 ｲﾅﾀﾞ ｻﾖ 山ノ内南小学校
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