
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

小学生5,6年女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

スタート ： 9:50:00

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 

5分19秒1 石田　里菜3296 ｲｼﾀﾞ ﾘﾅ アラマキッズ

5分28秒2 中嶋　千紗都3294 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁｻﾄ アラマキッズ

5分28秒3 瀬谷　百香3203 ｾﾔ ﾓﾓｶ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分29秒4 上原　心和3231 ｳｴﾊﾗ ｺｺﾜ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分29秒5 池田　有沙3217 ｲｹﾀﾞ よろしく真岡です。

5分34秒6 伊東　夕波3204 ｲﾄｳ ﾕﾅ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分35秒7 宮本　蘭々3226 ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝﾗﾝ 腰越JSC

5分37秒8 境　真衣3205 ｻｶｲ ﾏｲ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分38秒9 三ツ澤　歩美3210 ﾐﾂｻﾞﾜ ｱﾕﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分40秒10 野口　未優3207 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾕ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分40秒11 山田　るうか3297 ﾔﾏﾀﾞ ﾙｳｶ 松下一家道場

5分42秒12 宮澤　実亜3213 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 川中島JRC

5分46秒13 藤原　唯奈3292 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ よろしく真岡。

5分46秒14 折原　萌瑛3295 ｵﾘﾊﾗ ﾓｴ よろしく真岡

5分47秒15 嶋崎　萌3286 ｼﾏｻﾞｷ ﾓｴ 野田ジュニア

5分48秒16 根津　円3229 ﾈﾂ ﾏﾄﾞｶ 本郷小学校

5分52秒17 斉藤　ひな3293 ｻｲﾄｳ ﾋﾅ よろしく真岡。

5分53秒18 牧内　愛華3223 ﾏｷｳﾁ ﾏﾅｶ 腰越JSC

5分53秒19 加藤　愛子3291 ｶﾄｳ ｱｲｺ アラマキッズ

5分53秒20 斉藤　芽衣3225 ｻｲﾄｳ ﾒｲ 腰越JSC

5分54秒21 新野　遥3208 ﾆｲﾉ ﾊﾙｶ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分54秒22 大坪　実夢3290 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾕ よろしく真岡

5分55秒23 岡田　七海3201 ｵｶﾀﾞ ﾅﾅﾐ

5分56秒24 滝澤　朱莉3216 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｶﾘ 駒ヶ根中沢RC

5分56秒25 一本木　楓3302 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ｶｴﾃﾞ 塩尻市立吉田小

5分57秒26 阿部　綾華3228 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｶ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

5分57秒27 田中　利奈3301 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 駒ヶ根中沢ＲＣ

5分57秒28 柳　悠那3233 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 吉田小特設ｽｷｰ部

5分59秒29 下村　真由3224 ｼﾓﾑﾗ ﾏﾕ 腰越JSC

5分59秒30 内堀　果南3221 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶﾅ 腰越JSC

6分01秒31 濱野　希美3234 ﾊﾏﾉ ﾉｿﾞﾐ 吉田小特設ｽｷｰ部

6分06秒32 諸山　知奈津3222 ﾓﾛﾔﾏ ﾁﾅﾂ 腰越JSC

6分10秒33 二村　海咲3308 ﾆﾑﾗ ﾐｻｷ 明科かけっこ

6分10秒34 永井　望ノ美3264 ﾅｶﾞｲ ﾉﾉﾐ 小谷小学校

6分11秒35 片山　柊3262 ｶﾀﾔﾏ ｼｭｳ 小谷小学校

6分11秒36 淀　小南津3211 ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島JRC

6分11秒37 橋本　菜々子3304 ﾊｼﾓﾄ ﾅﾅｺ アラマキッズ

6分14秒38 竹節　未羽3273 ﾀｹﾌｼ ﾐｳ 山ノ内東小学校

6分15秒39 中嶋　諒3241 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 穂高西AC

6分17秒40 湯本　美桜3249 ﾕﾓﾄ ﾐｵ 木島平小学校

6分20秒41 小林　愛美3227 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 腰越JSC

6分21秒42 湯本　明莉3247 ﾕﾓﾄ ｱｶﾘ 木島平小学校

6分22秒43 佐藤　未涼3276 ｻﾄｳ ﾐｽｽﾞ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

6分23秒44 林　菜摘3275 ﾊﾔｼ ﾅﾂﾐ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

6分23秒45 竹内　怜3246 ﾀｹｳﾁ ﾚｲ 木島平小学校

6分24秒46 石塚　結羽3299 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳ

6分24秒47 淀　葉月3266 ﾖﾄﾞ ﾊﾂﾞｷ 小谷小学校

6分27秒48 中島　果歩3298 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾎ 山ノ内西小学校

6分27秒49 甲斐　杏奈3285 ｶｲ ｱﾝﾅ アラマキッズ

6分31秒50 菊地　愛美3215 ｷｸﾁ ﾏﾅﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ
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6分33秒51 松澤　四葉3258 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖﾂﾊﾞ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分34秒52 宮下　姫菜3220 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾅ よろしく真岡

6分34秒53 寺島　佑奈3243 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾅ 穂高西AC

6分39秒54 酒井　優花3214 ｻｶｲ ﾕｳｶ 川中島JRC

6分39秒55 佐藤　京都3303 ｻﾄｳ ｹｲﾄ 箕輪中部小

6分39秒56 藤田　蘭3274 ﾌｼﾞﾀ ﾗﾝ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

6分40秒57 佐藤　遥菜3254 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 山ノ内南小学校

6分41秒58 岩澤　優里香3232 ｲﾜｻﾜ ﾕﾘｶ 鐙島

6分42秒59 萩原　瑞葵3240 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐｽﾞｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分42秒60 高相　玲那3272 ﾀｶｿｳ ﾚｲﾅ 山ノ内東小学校

6分48秒61 大橋　桃子3289 ｵｵﾊｼ ﾓﾓｺ よろしく真岡

6分48秒62 佐藤　はるな3284 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ よろしく真岡

6分50秒63 播磨　沙弥3277 ﾊﾘﾏ ｻﾔ モアＳＰＣ加賀

6分52秒64 篠崎　志おり3279 ｼﾉｻﾞｷ ｼｵﾘ 白馬南小学校

6分54秒65 岩淵　あづな3242 ｲﾜﾌﾁ ｱﾂﾞﾅ 穂高西AC

6分54秒66 蕪木　小夏3236 ｶﾌﾞﾗｷ ｺﾅﾂ 城ケ丘XC

6分55秒67 宗川　杏純3261 ﾑﾈｶﾜ ｱｽﾐ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分57秒68 丸山　琳3265 ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾝ 小谷小学校

6分59秒69 高田　綺愛3300 ﾀｶﾀﾞ ｷｱﾗ 山ノ内町東小

7分02秒70 下澤　実央3260 ｼﾓｻﾞﾜ ﾐｵ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

7分06秒71 大類　瑞祥3283 ｵｵﾙｲ ﾐｽﾞｷ アラマキッズ

7分10秒72 丸山　萌葉3230 ﾏﾙﾔﾏ ﾓｴﾊ 泉台小学校

7分10秒73 関　凜果3306 ｾｷ ﾘﾝｶ 山ノ内西小

7分13秒74 太田　朱里3267 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 白馬南小学校

7分14秒75 高橋　幸桜子3307 ﾀｶﾊｼ ｻｵｺ

7分18秒76 高橋　芽唯3219 ﾀｶﾊｼ ﾒｲ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

7分23秒77 宮﨑　視凡3255 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾎ 山ノ内南小学校

7分23秒78 柳　陽和3239 ﾅﾔｷﾞ ﾋﾖﾘ 鐙島小学校ジュニア

7分26秒79 宮田　瑞希3278 ﾐﾔﾀ ﾐｽﾞｷ モアＳＰＣ加賀

7分27秒80 三上　和華3287 ﾐｶﾐ ﾜｶ スリーアップ

7分28秒81 鎌倉　春音3268 ｶﾏｸﾗ ﾊﾙﾈ 白馬南小学校

7分29秒82 津滝　麻衣3269 ﾂﾀｷ ﾏｲ 白馬南小学校

7分35秒83 安田　楓花3248 ﾔｽﾀﾞ ﾌｳｶ 木島平小学校

7分37秒84 平林　薫乃3270 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾉ 白馬南小学校

7分39秒85 山口　花夏3280 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅｶ 草津小学校

7分45秒86 高澤　七海3238 ﾀｶｻﾞﾜ ﾅﾅﾐ 鐙島JSC

7分47秒87 高木　都美3245 ﾀｶｷﾞ ﾐﾔﾋﾞ 木島平小学校

7分48秒88 大久保　結衣3305 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲ

7分54秒89 山本　小想3257 ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 山ノ内南小学校

8分02秒90 酒井　夕貴3250 ｻｶｲ ＡＣ豊丘

8分02秒91 清水　望未3244 ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 科野小ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰＳＣ

8分07秒92 黒岩　菜緒3281 ｸﾛｲﾜ ﾅｵ 草津小学校

8分22秒93 滝澤　奈央3256 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵ 山ノ内南小学校

8分28秒94 山賀　桃果3251 ﾔﾏｶﾞ ﾓﾓｶ まつだいCSC

8分31秒95 小野澤　麗3271 ｵﾉｻﾞﾜ ｳﾗﾗ 山ノ内東小学校

8分33秒96 若月　楓華3253 ﾜｶﾂｷ ﾌｳｶ まつだいCSC

8分42秒97 柳　麻里愛3252 ﾔﾅｷﾞ ﾏﾘｱ まつだいCSC

10分54秒98 佐藤　碧香3282 ｻﾄｳ ｱｵｶ

12分15秒99 北村　莉子3263 ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 小谷小学校
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