
- 第15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

 2012/7/22

スタート： 9:40:00

会場: 　

主催: 　

3分34秒1 高橋　実里2267 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ

3分41秒2 加藤　花梨2272 ｶﾄｳ ｶﾘﾝ 稲小学校

3分43秒3 瀬谷　百香2282 ｾﾔ ﾓﾓｶ

3分49秒4 松原　月歌2278 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂｷｶ

3分50秒5 伊東　すみれ2214 ｲﾄｳ ｽﾐﾚ team　MANO

3分57秒6 宮本　蘭々2225 ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 腰越JSC

3分57秒7 高松　琉羅2257 ﾀｶﾏﾂ ﾙﾗ A.C.TOYAMA　Jr.

3分59秒8 小林　香苗2240 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｴ 川中島JRC

4分02秒9 田中　利奈2201 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 駒ヶ根中沢RC

4分02秒10 宮沢　実亜2238 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島JRC

4分02秒11 伊東　夕波2285 ｲﾄｳ ﾕﾅ

4分08秒12 一本木　楓2281 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ

4分08秒13 岡田　七海2275 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ 野田ジュニア

4分11秒14 境　真衣2271 ｻｶｲ ﾏｲ 野田ジュニア

4分12秒15 藤本　香那2260 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ A.C.TOYAMA　Jr.

4分14秒16 阿部　綾華2213 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｶ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

4分17秒17 松本　詩季菜2261 ﾏﾂﾓﾄ ｼｷﾅ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分19秒18 日影　柚月2256 ﾋｶｹﾞ ﾕﾂﾞｷ A.C.TOYAMA　Jr.

4分20秒19 片山　柊2252 ｶﾀﾔﾏ ｼｭｳ 小谷小学校

4分21秒20 久保田　詩乃2222 ｸﾎﾞﾀ ｳﾀﾉ 腰越JSC

4分21秒21 中島　果歩2209 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾎ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分22秒22 榎本　優紗2239 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｻ 川中島JRC

4分24秒23 渡辺　麻央2276 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 大淵第一小

4分24秒24 太田　萌乃華2259 ｵｵﾀ ﾎﾉｶ A.C.TOYAMA　Jr.

4分26秒25 下村　真由2224 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 腰越JSC

4分27秒26 湯本　美桜2232 ﾕﾓﾄ ﾐｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分27秒27 松澤　四葉2255 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖﾂﾊﾞ 小谷小学校

4分29秒28 二村　海咲2283 ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ

4分29秒29 篠崎　志おり2264 ｼﾉｻﾞｷ ｼｵﾘ 白馬南小学校

4分30秒30 岡田　桃2211 ｵｶﾀﾞ ﾓﾓ 駒ヶ根中沢RC

4分31秒31 永井　望ノ美2253 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷小学校

4分31秒32 青田　梨世2203 ｱｵﾀ ﾘｾ 駒ヶ根中沢RC

4分31秒33 外山　可乃2205 ﾄﾔﾏ ｶﾉ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分32秒34 宮内　笑夢2284 ﾐﾔｳﾁ ｴﾑ

4分32秒35 竹節　未羽2219 ﾀｹﾌｼ ﾐｳ 山ノ内東小学校

4分33秒36 大類　瑞祥2279 ｵｵﾙｲ ﾐｽﾞｷ

4分33秒37 市村　彩美2212 ｲﾁﾑﾗ ｱﾔﾐ 軽井沢中部小学校

4分34秒38 木内　優花2204 ｷｳﾁ ﾕｳｶ 常盤小学校

4分35秒39 淀　小南津2202 ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

4分36秒40 草本　晏壽2263 ｸｻﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分38秒41 佐藤　遥菜2242 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 山ノ内南小学校

4分39秒42 畔上　凜果2207 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘﾝｶ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4分40秒43 清水　優芽2223 ｼﾐｽﾞ ﾕﾒ 腰越JSC

4分43秒44 山口　花夏2265 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｶ 草津小学校

4分44秒45 下澤　実央2262 ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

4分44秒46 宗川　杏純2217 ﾑﾈｶﾜ ｱｽﾐ 白馬南小学校

4分45秒47 湯本　明莉2237 ﾕﾓﾄ ｱｶﾘ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分47秒48 虎谷　まりあ2258 ﾄﾗﾀﾆ ﾏﾘｱ A.C.TOYAMA　Jr.

4分48秒49 蕪木　小夏2226 ｶﾌﾞﾗｷ ｺﾅﾂ 城ヶ丘XC

4分48秒50 淀　葉月2250 ﾖﾄﾞ ﾊﾂﾞｷ 小谷小学校
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4分49秒51 山本　凜2236 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分51秒52 小林　凜2230 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘﾝ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分51秒53 髙橋　幸桜子2210 ﾀｶﾊｼ ｻｵｺ 飯山小学校

4分52秒54 竹内　怜2231 ﾀｹｳﾁ ﾚｲ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分56秒55 芳野　夏実2233 ﾖｼﾉ ﾅﾂﾐ 木島平小学校ｽｷｰ部

4分57秒56 太田　朱里2218 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 白馬南小学校

4分58秒57 北村　真彩2249 ｷﾀﾑﾗ ﾏｱﾔ 小谷小学校

4分59秒58 木村　涼乃2268 ｷﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 穂高南小学校

5分03秒59 宮﨑　視凡2241 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾎ 山ノ内南小学校

5分04秒60 阿部　美晴2227 ｱﾍﾞ ﾐﾊﾙ 城ヶ丘XC

5分07秒61 平田　ちひろ2270 ﾋﾗﾀ ﾁﾋﾛ

5分09秒62 深澤　萌香2254 ﾌｶｻﾜ ﾓｴｶ 小谷小学校

5分11秒63 上條　美結2273 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾕ 山形小学校

5分14秒64 青木　彩華2206 ｱｵｷ ｻｲｶ 山ノ内西小ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分14秒65 大平　美月2228 ｵｵﾋﾗ ﾐﾂﾞｷ 城ヶ丘XC

5分15秒66 大石　紗耶加2208 ｵｵｲｼ ｻﾔｶ 下諏訪南小学校

5分16秒67 山本　小想2243 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 山ノ内南小学校

5分17秒68 深澤　真帆2248 ﾌｶｻﾜ ﾏﾎ 小谷小学校

5分18秒69 丸山　琳2245 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝ 小谷小学校

5分23秒70 安田　楓花2235 ﾔｽﾀﾞ ﾌｳｶ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分26秒71 高木　都美2234 ﾀｶｷﾞ ﾐﾔﾋﾞ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分27秒72 清水　望未2215 ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 科野小学校XCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5分30秒73 畠山　みく2269 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾐｸ 穂高南小学校

5分31秒74 板敷　明莉2280 ｲﾀｼﾞｷ ｱｶﾘ

5分38秒75 丸山　桃果2246 ﾏﾙﾔﾏ ﾓｶ 小谷小学校

5分43秒76 小野澤　麗2221 ｵﾉｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 山ノ内東小学校

6分05秒77 澤渡　千夏2247 ｻﾜﾄﾞ ﾁｶ 小谷小学校

6分44秒78 佐藤　碧香2266 ｻﾄｳ ｱｵｶ

6分52秒79 渡辺　梨月2277 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾂｷ 曽根小学校

8分33秒80 北村　莉子2251 ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 小谷小学校
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