
- 第19回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1.5km　小学生　5・6年女子の部
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2016/7/24

スタート： 10:30:00

会場: 白馬スノーハープ

主催: 白馬村　一般財団法人長野陸上競技協会

5分13秒1 上畑　真由3203 ｳｴﾊﾀ ﾏﾕ UAC

5分22秒2 土田　心杏3309 ﾂﾁﾀﾞ ｺｺｱ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分29秒3 菊地　亜美3212 ｷｸﾁ ｱﾐ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分31秒4 長谷川　菜奈3202 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分35秒5 阿部　優杏3272 ｱﾍﾞ ﾕｱ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分36秒6 牧内　大華3231 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越JSC

5分37秒7 小林　百々果3262 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山ﾉ内東小学校

5分38秒8 坂元　夏希3201 ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 辰野南小学校

5分39秒9 村岡　美玖3222 ﾑﾗｵｶ ﾐｸ 波田小学校

5分42秒10 北沢　凜夏3204 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝｶ 川中島JRC

5分44秒11 山﨑　吏桜3268 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｵ 木島平小学校ｽｷｰ部

5分45秒12 荒木　桃子3254 ｱﾗｷ ﾓﾓｺ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

5分47秒13 野村　通子3249 ﾉﾑﾗ ﾐﾁｺ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

5分48秒14 清水　咲帆3294 ｼﾐｽﾞ ｻｷﾎ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分51秒15 山﨑　優風3299 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 山ﾉ内西小学校

5分52秒16 鈴木　菜奈葉3208 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾊ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分53秒17 石塚　遥名3301 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

5分54秒18 中川　彩妃3257 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｷ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

5分55秒19 若狭　那々子3318 ﾜｶｻ ﾅﾅｺ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分55秒20 森脇　光砂3219 ﾓﾘﾜｷ ｱﾘｻ 中沢RC

5分56秒21 辻　芽衣3323 ﾂｼﾞ ﾒｲ 安曇野かけっこ

5分57秒22 臼田　麻花3298 ｳｽﾀﾞ ｱｻｶ 下諏訪南小

5分57秒23 鍋島　あいる3320 ﾅﾍﾞｼﾏ ｱｲﾙ 野田ｼﾞｭﾆｱ

5分59秒24 淀　果南実3207 ﾖﾄﾞ ｶﾅﾐ 川中島JRC

6分00秒25 飛田　真璃奈3247 ﾄﾋﾞﾀ ﾏﾘﾅ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分00秒26 滝沢　初寧3321 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾂﾈ 駒ヶ根中沢RC

6分01秒27 室谷　紅葉3250 ﾑﾛﾀﾆ ｲﾛﾊ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分01秒28 小相沢　朔羅3232 ｺｱｲｻﾞﾜ ｻﾗ 腰越JSC

6分04秒29 安藤　遥奈3322 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾅ

6分05秒30 坂本　なお3217 ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 中沢RC

6分07秒31 山本　悠月3233 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ A.C.TOYAMA Jr.

6分07秒32 高山　史歩3205 ﾀｶﾔﾏ ｼﾎ 川中島JRC

6分08秒33 松岡　愛優3216 ﾏﾂｵｶ ｱﾕ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分09秒34 林　桜3288 ﾊﾔｼ ｻｸﾗ ﾁｰﾑMANO

6分09秒35 室谷　柚葉3251 ﾑﾛﾀﾆ ﾕｽﾞﾊ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分11秒36 四柳　日菜3290 ﾖﾂﾔﾅｷﾞ ﾋﾅ ﾁｰﾑMANO

6分12秒37 植田　虹乃花3293 ｳｴﾀﾞ ﾅﾉﾊ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分12秒38 黒澤　綾音3213 ｸﾛｻﾜ ｱﾔﾈ 城東小学校

6分13秒39 湯本　彩羽3270 ﾕﾓﾄ ｲﾛﾊ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分14秒40 六川　歩美3307 ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 五加小学校

6分14秒41 髙橋　莉織3276 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬南小学校

6分14秒42 江村　七海3305 ｴﾑﾗ ﾅﾅﾐ 鐙島

6分15秒43 湯本　美月3271 ﾕﾓﾄ ﾐﾂｷ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分16秒44 小川　明日香3300 ｵｶﾞﾜ ｱｽｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分17秒45 小沼　柚巴3252 ｺﾇﾏ ﾕｽﾞﾊ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分19秒46 西澤　瑞姫3295 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾞｷ $ｺﾀﾞｯｸ3$

6分19秒47 野上　美駈3220 ﾉｶﾞﾐ ﾐｸ 鐙島

6分20秒48 清水　明日香3317 ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分20秒49 竹節　来星3264 ﾀｹﾌｼ ﾗﾗ 山ﾉ内東小学校

6分21秒50 竹川　希実3224 ﾀｹｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 安曇野かけっこ
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6分21秒51 藤栄　遥3211 ﾄｳｴｲ ﾊﾙｶ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分23秒52 熊代　眞陽琉3319 ｸﾏｼﾛ ﾏﾋﾙ 高丘小学校

6分23秒53 森　彩加3269 ﾓﾘ ｱﾔｶ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分25秒54 髙倉　歩実3237 ﾀｶｸﾗ ｱﾕﾐ A.C.TOYAMA Jr.

6分25秒55 佐々木　萌々3236 ｻｻｷ ﾓﾓ A.C.TOYAMA Jr.

6分25秒56 倉持　花凛3315 ｸﾗﾓﾁ ｶﾘﾝ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分26秒57 竹節　優菜3265 ﾀｹﾌｼ ﾕｳﾅ 山ﾉ内東小学校

6分26秒58 田中　祐衣3246 ﾀﾅｶ ﾕｲ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分27秒59 佐藤　遥3273 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 木島平小学校ｽｷｰ部

6分28秒60 桜井　このみ3239 ｻｸﾗｲ ｺﾉﾐ 山ﾉ内町立南小学校

6分32秒61 和田　優那3230 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分33秒62 江原　夏希3306 ｴﾊﾗ ﾅﾂｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分33秒63 橋本　蒼七3253 ﾊｼﾓﾄ ｿﾅ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分34秒64 中村　美月3214 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分35秒65 丸山　花凛3280 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾘﾝ 白馬北小学校

6分35秒66 新納　咲希3235 ｼﾝﾉｳ ｻｷ A.C.TOYAMA Jr.

6分35秒67 唐澤　萌香3310 ｶﾗｻﾜ ﾎﾉｶ 安曇野かけっこ

6分36秒68 斎木　莉那3228 ｻｲｷ ﾏﾘﾅ 鎧島

6分37秒69 水野　夏楓3275 ﾐｽﾞﾉ ｶｴ 白馬南小学校

6分38秒70 桜井　優来3238 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾗ A.C.TOYAMA Jr.

6分38秒71 髙本　つかさ3281 ﾀｶﾓﾄ ﾂｶｻ ﾓｱSPC加賀

6分40秒72 田口　美穏3325 ﾀｸﾞﾁ ﾐｵﾝ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分44秒73 佐藤　世和3256 ｻﾄｳ ｾﾅ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分44秒74 宮川　桃花3206 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 川中島JRC

6分45秒75 小林　鈴々3312 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞ 科野小ｸﾛｽ

6分46秒76 吉村　愛3284 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾅ ﾓｱSPC加賀

6分46秒77 上田　結月3324 ｳｴﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分47秒78 山中　楓葉3261 ﾔﾏﾅｶ ｶｴﾃﾞ

6分48秒79 鈴木　はるひ3302 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋ 桜丘小

6分49秒80 中邑　真采3234 ﾅｶﾑﾗ ﾏｱﾔ A.C.TOYAMA Jr.

6分49秒81 小林　愛莉3209 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 信濃小中学校

6分50秒82 建部　さくら3289 ﾀﾃﾍﾞ ｻｸﾗ ﾁｰﾑMANO

6分50秒83 長谷川　悠香3279 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ

6分50秒84 小林　紅葉3314 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾚﾊ 科野小ｸﾛｽ

6分50秒85 中山　もえ3291 ﾅｶﾔﾏ ﾓｴ ﾁｰﾑMANO

6分51秒86 倉持　花憐3316 ｸﾗﾓﾁ ｶﾚﾝ 野田ｼﾞｭﾆｱ

6分51秒87 奈良本　多美3283 ﾅﾗﾓﾄ ﾀﾐ ﾓｱSPC加賀

6分52秒88 黒岩　芽生3242 ｸﾛｲﾜ ﾒｲ 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6分52秒89 下村　風香3282 ｼﾓﾑﾗ ﾌｳｶ ﾓｱSPC加賀

6分53秒90 アダムソン　寧音3277 ｱﾀﾞﾑｿﾝ ﾈﾈ 白馬南小学校

6分53秒91 市川　千愛3229 ｲﾁｶﾜ ﾁｱﾘ 大岡小学校

6分54秒92 鷲澤　れい3259 ﾜｼｻﾞﾜ ﾚｲ 小谷小学校

6分55秒93 久保田　美波3226 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾅ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

6分58秒94 青木　佑月3304 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 山ﾉ内西小学校

7分00秒95 高野　ひなた3303 ｺｳﾉ ﾋﾅﾀ ｱﾗﾏｷｯｽﾞ

7分00秒96 倉田　乃綾3240 ｸﾗﾀ ﾉｱ 山ﾉ内町立南小学校

7分03秒97 村田　夕夏3241 ﾑﾗﾀ ﾕｳｶ 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7分03秒98 原　彩夏3278 ﾊﾗ ｱﾔｶ 北小ｸﾛｽ

7分04秒99 神保　藍織3221 ｼﾞﾝﾎﾞｳ ｲｵﾘ 安曇野かけっこｸﾗﾌﾞ

7分04秒100 山本　真優3263 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 山ﾉ内東小学校
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7分09秒101 竹川　明希3225 ﾀｹｶﾜ ｱｷ 安曇野かけっこ

7分09秒102 萩原　愛美3260 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 小谷小学校

7分10秒103 武田　陽奈3248 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ 津幡ｼﾞｭﾆｱ ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

7分12秒104 東出　琴子3285 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｺﾄｺ ﾓｱSPC加賀

7分13秒105 高木　花3311 ﾀｶｷﾞ ﾊﾅ

7分21秒106 黒岩　美羽3266 ｸﾛｲﾜ ﾐｳ 山ﾉ内東小学校

7分24秒107 山本　帆乃香3267 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 山ﾉ内東小学校

7分31秒108 樋口　莉々3245 ﾋｸﾞﾁ ﾘﾘ 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7分38秒109 久々江　雫花3244 ｸｸﾞｴ ｼｽﾞｶ 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7分39秒110 山下　りこぼ3274 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺﾎﾞ 白馬南小学校

7分41秒111 佐々木　弥愛3227 ｻｻｷ ﾋﾖﾘ 桃李小学校

7分49秒112 太田　柚月3297 ｵｵﾀ ﾕﾂﾞｷ 木島小学校

7分56秒113 高橋　みなみ3313 ﾀｶﾊｼ ﾐﾅﾐ 科野小ｸﾛｽ

8分16秒114 追分　梓心3215 ｵｲﾜｹ ｱｽﾞﾐ 野田ｼﾞｭﾆｱ陸上ｸﾗﾌﾞ

8分45秒115 横川　陽菜3258 ﾖｺｶﾜ ﾊﾙﾅ 白馬北小学校

8分59秒116 飯島　秋音3218 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾈ ﾚｯﾄﾞﾃｰﾙRC

8分59秒117 大塚　弓生奈3243 ｵｵﾂｶ ﾕｷﾅ 草津ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

9分01秒118 藤沢　陽菜3287 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾅ ﾓｱSPC加賀
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