
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

小学生3,4年女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

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38秒1 和田　水希2206 ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

3分42秒2 菊地　亜美2209 ｷｸﾁ ｱﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

3分45秒3 長谷川　菜奈2204 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ

3分45秒4 太田　芽依2269 ｵｵﾀ ﾒｲ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

3分50秒5 坂元　夏希2202 ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南小学校

3分55秒6 中村　美月2293 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 豊岡小学校

3分58秒7 中田　若葉2268 ﾅｶﾀ ﾜｶﾊﾞ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

3分58秒8 山﨑　優風2285 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 山ノ内西小学校

3分59秒9 滝沢　初寧2213 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根中沢RC

4分00秒10 阿部　優杏2238 ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平小学校

4分00秒11 山本　真優2265 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 山ノ内東小学校

4分05秒12 山本　乃愛2281 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 鹿島ＡＣ

4分06秒13 湯本　彩羽2241 ﾕﾓﾄ ｲﾛﾊ 木島平小学校

4分07秒14 臼田　麻花2284 ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪南小

4分07秒15 海老沢　亜依2291 ｴﾋﾞｻﾜ ｱｲ よろしく真岡

4分08秒16 林　桜2277 ﾊﾔｼ ｻｸﾗ チームＭＡＮＯ

4分08秒17 山本　悠月2267 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｽﾞｷ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

4分08秒18 牧内　大華2217 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

4分10秒19 丸山　弥鈴2226 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｽｽﾞ 城ケ丘XC

4分11秒20 小林　百々果2262 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山ノ内東小学校

4分11秒21 児玉　華歩2224 ｺﾀﾞﾏ ｶﾎ 吉田小特設ｽｷｰ部

4分15秒22 建部　さくら2278 ﾀﾃﾍﾞ ｻｸﾗ チームＭＡＮＯ

4分15秒23 小川　明日香2286 ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ アラマキッズ

4分16秒24 髙橋　莉織2259 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬南小学校

4分17秒25 宮下　麗美2210 ﾐﾔｼﾀ ﾚﾐ よろしく真岡

4分18秒26 野上　美駈2222 ﾉｶﾞﾐ ﾐｸ 鐙島JSC

4分19秒27 山﨑　吏桜2237 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平小学校

4分20秒28 髙本　つかさ2272 ﾀｶﾓﾄ ﾂｶｻ モアＳＰＣ加賀

4分21秒29 剣持　稟麻2212 ｹﾝﾓﾁ ﾙｱ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分21秒30 高野　ひなた2292 ｺｳﾉ ﾋﾅﾀ アラマキッズ

4分22秒31 淀　果南実2211 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 川中島JRC

4分23秒32 山田　はるの2288 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾉ 松下一家道場

4分24秒33 吉村　愛2270 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾅ モアＳＰＣ加賀

4分24秒34 桜井　このみ2249 ｻｸﾗｲ ｺﾉﾐ 山ノ内南小学校

4分25秒35 石井　結衣2208 ｲｼｲ ﾕｲ 野田Jr.陸上ｸﾗﾌﾞ

4分25秒36 北條　日菜2290 ｷﾀｼﾞｮｳ ﾋﾅ 明科かけっこ

4分26秒37 湯本　美月2242 ﾕﾓﾄ ﾐﾂｷ 木島平小学校

4分26秒38 安坂　真優佳2229 ｱｻﾞｶ ﾏﾕｶ かけっこｸﾗﾌﾞ

4分27秒39 藤栄　遥2203 ﾄｳｴｲ ﾊﾙｶ 野田ｼﾞｭﾆｱ

4分27秒40 齋木　莉那2228 ｻｲｷ ﾏﾘﾅ 鐙島

4分28秒41 竹節　優菜2264 ﾀｹﾌｼ ﾕｳﾅ 山ノ内東小学校

4分28秒42 青木　佑月2215 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 山ノ内西小学校

4分28秒43 伊藤　沙優香2230 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 穂高西AC

4分28秒44 石垣　愛梨2231 ｲｼｶﾞｷ ｱｲﾘ 穂高西AC

4分29秒45 下村　風香2273 ｼﾓﾑﾗ ﾌｳｶ モアＳＰＣ加賀

4分30秒46 長谷川　陽香2219 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ

4分30秒47 江村　七海2223 ｴﾑﾗ ﾅﾅﾐ 鐙島JSC

4分30秒48 神戸　まひる2294 ｶﾝﾍﾞ ﾏﾋﾙ アラマキッズ

4分32秒49 勝又　唯2225 ｶﾂﾏﾀ ﾕｲ 城ケ丘XC

4分34秒50 竹澤　花音2232 ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 穂高西AC
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4分34秒51 山下　りこぼ2258 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺﾎﾞ 白馬南小学校

4分35秒52 丸山　佳織2254 ﾏﾙﾔﾏ ｶｵﾘ 小谷小学校

4分35秒53 新納　咲希2266 ｼﾝﾉｳ ｻｷ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

4分35秒54 鏑木　葵2289 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｱｵｲ かたしなＲＣ

4分35秒55 竹節　来星2263 ﾀｹﾌｼ ﾗﾗ 山ノ内東小学校

4分38秒56 小野　向日葵2214 ｵﾉ ﾋﾏﾘ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

4分38秒57 関谷　千里2220 ｾｷﾔ ﾁｻﾄ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ

4分39秒58 森　彩加2240 ﾓﾘ ｱﾔｶ 木島平小学校

4分40秒59 佐藤　遥2239 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 木島平小学校

4分41秒60 倉田　乃綾2250 ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ノ内南小学校

4分42秒61 武信　朱香2274 ﾀｹﾉﾌﾞ ｱﾔｶ モアＳＰＣ加賀

4分42秒62 田島　さくら2243 ﾀｼﾞﾏ ｻｸﾗ ＡＣ豊丘

4分42秒63 井沢　心和2276 ｲｻﾞﾜ ｺﾉｶ さなだＳＣ

4分43秒64 田代　あい2221 ﾀｼﾛ ｱｲ 明科かけっこ

4分45秒65 丸山　花凛2248 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾘﾝ

4分46秒66 アダムソン　寧音2256 ｱﾀﾞﾑｿﾝ ﾈﾈ 白馬南小学校

4分48秒67 小林　佳乃子2235 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉｺ 木島平小学校

4分50秒68 水野　夏楓2257 ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬南小学校

4分50秒69 萩原　愛美2253 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 小谷小学校

4分52秒70 山中　楓葉2255 ﾔﾏﾅｶ ｶｴﾃﾞ 小谷小学校

4分54秒71 前田　祐里2205 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾘ 中島小学校

4分55秒72 桜井　みず穂2245 ｻｸﾗｲ ﾐｽﾞﾎ ＡＣ豊丘

4分56秒73 小林　鈴々2233 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

4分57秒74 山崎　美空2246 ﾔﾏｻｷ ＡＣ豊丘

4分57秒75 井口　莉奈2295 ｲｸﾞﾁ ﾘﾅ 野田ジュニア

5分07秒76 本田　ひとみ2283 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄﾐ なんちゃＲＣ

5分08秒77 藤沢　陽菜2271 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ モアＳＰＣ加賀

5分15秒78 黒岩　美羽2260 ｸﾛｲﾜ ﾐｳ 山ノ内東小学校

5分19秒79 高澤　友花2227 ﾀｶｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 鐙島

5分22秒80 高橋　みなみ2234 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

5分28秒81 久保田　笑里2279 ｸﾎﾞﾀ ﾆｺﾘ チームにこり

5分29秒82 山本　帆乃香2261 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 山ノ内東小学校

5分30秒83 谷内　穂野香2280 ﾀﾆｳﾁ ﾎﾉｶ ＳＰ　ランナー

5分32秒84 今井　結芽2252 ｲﾏｲ ﾕﾒ 小谷小学校

5分37秒85 松澤　志保2251 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾎ 小谷小学校

5分37秒86 山賀　陽菜実2247 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾅﾐ まつだいCSC

5分38秒87 武田　のえる2236 ﾀｹﾀﾞ ﾉｴﾙ 木島平小学校

5分38秒88 三村　香春2287 ﾐﾑﾗ ｺﾊﾙ みずき小学校

ATHLETE-TAG by CHOPPER


