
- 第17回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

中学生女子

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2014/7/27

スタート ： 10:00:00

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 

15分16秒1 高木　更紗4206 ﾀｶｷﾞ ｻﾗｻ 腰越JSC

15分26秒2 谷口　知穂4257 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾁﾎ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

15分33秒3 田中　ジェシカ4207 ﾀﾅｶ ｼﾞｪｼｶ 腰越JSC

15分34秒4 臼田　彩花4275 ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

15分36秒5 原田　千鶴4215 ﾊﾗﾀﾞ ﾁﾂﾞﾙ 菅野中学校

15分44秒6 久保田　絢乃4205 ｸﾎﾞﾀ ｱﾔﾉ 腰越JSC

15分55秒7 祖父江　凜4254 ｿﾌﾞｴ ﾘﾝ 城北中学校ｽｷｰ部

15分57秒8 赤羽　ゆり華4214 ｱｶﾊﾈ ﾕﾘｶ 菅野中学校

16分03秒9 内田　梨湖4208 ｳﾁﾀﾞ ﾘｺ 腰越JSC

16分04秒10 柴田　紗来4211 ｼﾊﾞﾀ ｻﾗ 菅野中学校

16分07秒11 髙橋　莉那4226 ﾀｶﾊｼ ﾘﾅ 白馬中ｸﾛｽ部

16分09秒12 中嶋　亜美4271 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾐ チームＭＡＮＯ

16分18秒13 山﨑　愛深4235 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾐ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分22秒14 山本　佳奈4258 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ　Ｊｒ．

16分27秒15 池田　美砂紀4216 ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 菅野中学校

16分37秒16 北　京蘭4273 ｷﾀ ｹｲﾗﾝ チームＭＡＮＯ

16分38秒17 泉　明里4268 ｲｽﾞﾐ ｱｶﾘ チームＭＡＮＯ

16分40秒18 元起　光里4267 ﾓﾄｷ ﾋｶﾘ チームＭＡＮＯ

16分41秒19 宮澤　花奈実4274 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野中学校

16分42秒20 田川　実侑4219 ﾀｶﾞﾜ ﾐﾕｳ 菅平中学校

16分44秒21 小林　華怜4236 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

16分54秒22 田伏　陽奈4269 ﾀﾌﾞｾ ﾊﾙﾅ チームＭＡＮＯ

16分56秒23 芳川　千恵4224 ﾖｼｶﾜ ﾁｴ 木島平中学校

17分01秒24 祢津　利宝4223 ﾈﾂ ﾘﾎ 木島平中学校

17分10秒25 祢津　小町4222 ﾈﾂ ｺﾏﾁ 木島平中学校

17分11秒26 曽根　ほの翔4210 ｿﾈ ﾎﾉｶ 菅野中学校

17分12秒27 渡邉　なな4225 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅ 木島平中学校

17分14秒28 山本　明里4231 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾘ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

17分15秒29 笠原　ひな4233 ｶｻﾊﾗ ﾋﾅ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

17分15秒30 松倉　后杏4228 ﾏﾂｸﾗ ｺｳｱﾝ 白馬中ｸﾛｽ部

17分22秒31 内堀　実咲4203 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾐｻｷ 腰越JSC

17分25秒32 岩垂　瀬夏4213 ｲﾜﾀﾞﾚ ｾﾅ 菅野中学校

17分33秒33 小林　志織4202 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｵﾘ 信濃小中学校ｽｷｰ部

17分36秒34 北村　桃子4241 ｷﾀﾑﾗ ﾓﾓｺ 小谷中学校

17分49秒35 飯田　芽生愛4248 ｲｲﾀﾞ ﾒｲｱ 飯山城南中学校

17分50秒36 太谷　好乃4227 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾉ 白馬中ｸﾛｽ部

17分56秒37 三井　羽留美4272 ﾐﾂｲ ﾊﾙﾐ チームＭＡＮＯ

17分58秒38 大野　莉穂4239 ｵｵﾉ ﾘﾎ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

17分58秒39 髙辻　識乃4262 ﾀｶﾂｼﾞ ｼﾉ モアＳＰＣ加賀

18分07秒40 笠原　芽生4201 ｶｻﾊﾗ ﾒｲ 信濃小中学校ｽｷｰ部

18分08秒41 諸山　理湖4204 ﾓﾛﾔﾏ ﾘｺ 腰越JSC

18分19秒42 今溝　陽名子4230 ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾅｺ 白馬中ｸﾛｽ部

18分25秒43 吉野　歌那女4263 ﾖｼﾉ ｶﾅﾒ モアＳＰＣ加賀

18分28秒44 久保　朋夏4237 ｸﾎﾞ ﾄﾓｶ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

18分28秒45 小澤　美鈴4217 ｵｻﾞﾜ ﾐｽｽﾞ 菅野中学校

18分39秒46 岸田　梨杏4276 ｷｼﾀﾞ ﾘﾝ 五井中学校

18分43秒47 小笠原　梨里4255 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘﾘ 城北中学校ｽｷｰ部

18分47秒48 今別府　遥4250 ｲﾏﾍﾞｯﾌﾟ ﾊﾙｶ 城北中学校ｽｷｰ部

18分53秒49 千國　楓花4243 ﾁｸﾆ ﾌｳｶ 小谷中学校

19分00秒50 高田　空色4240 ﾀｶﾀﾞ ｱｵｲ 山ノ内中学校ｽｷｰ部
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19分00秒51 松岡　陽菜4229 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾅ 白馬中ｸﾛｽ部

19分07秒52 八井澤　佑菜4247 ﾔｲｻﾞﾜ ﾕﾅ 飯山城南中学校

19分13秒53 米沢　優里4218 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾘ 菅平中学校

19分18秒54 大野　彩佳4238 ｵｵﾉ ｱﾔｶ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

19分25秒55 岩下　実生4234 ｲﾜｼﾀ ﾐｵ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

19分25秒56 丸山　菜摘4256 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂﾐ 城北中学校ｽｷｰ部

19分26秒57 講堂　桜4264 ｺｳﾄﾞｳ ｻｸﾗ モアＳＰＣ加賀

19分32秒58 竹ノ内　かりん4249 ﾀｹﾉｳﾁ ｶﾘﾝ 城北中学校ｽｷｰ部

19分34秒59 播磨　瑞歩4261 ﾊﾘﾏ ﾐｽﾞﾎ モアＳＰＣ加賀

20分04秒60 江口　樺南4251 ｴｸﾞﾁ ｶﾅ 城北中学校ｽｷｰ部

20分19秒61 佐藤　美桜4221 ｻﾄｳ ﾐｵ 菅平中学校

20分31秒62 大日方　怜4220 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾚｲ 菅平中学校

20分39秒63 北村　杏奈4246 ｷﾀﾑﾗ ｱﾝﾅ 小谷中学校

20分49秒64 前田　あかり4245 ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾘ 小谷中学校

21分05秒65 長島　ちなみ4232 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁﾅﾐ 山ノ内中学校ｽｷｰ部

21分13秒66 丸山　詩織4253 ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾘ 城北中学校ｽｷｰ部

21分21秒67 武田　梨瑚4252 ﾀｹﾀﾞ ﾘｺ 城北中学校ｽｷｰ部
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