
- 第22回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/7/21

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

3分31秒1 山口　倫奈2245 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾅ

3分39秒2 黒沢　燈2220 ｸﾛｻﾜ ｱｶﾘ 腰越ＪＳＣ

3分40秒3 黒川　志帆2216 ｸﾛｶﾜ ｼﾎ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分44秒4 田島　あおい2238 ﾀｼﾞﾏ ｱｵｲ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

3分44秒5 長森　結愛2217 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾕｳｱ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

3分54秒6 金嶋　ゆうか2252 ｶﾅｼﾏ ﾕｳｶ アラマキッズ

3分57秒7 竹花　ひまり2218 ﾀｹﾊﾅ ﾋﾏﾘ 腰越ＪＳＣ

4分00秒8 山本　結愛2236 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｱ 中能登クラブ

4分04秒9 爲谷　柚姫2250 ﾀﾒｶﾞｲ ﾕｽﾞｷ アラマキッズ

4分05秒10 松澤　美里2248 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 小谷小学校

4分07秒11 竹節　舞優2261 ﾀｹﾌｼ ﾏﾕ 山ノ内東小学校

4分07秒12 島田　絢香2280 ｼﾏﾀﾞ ｱﾔｶ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分07秒13 大桑　未久2207 ｵｵｸﾜ ﾐｸ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

4分08秒14 田上　瑠花2268 ﾀｶﾞﾐ ﾙｶ 糸魚川ＧＥＯキッズ

4分12秒15 大林　由佳2246 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｶ アラマキッズ

4分13秒16 待井　未里2206 ﾏﾁｲ ﾐｻﾄ 川中島ＪＲＣ

4分15秒17 大竹　芽生2255 ｵｵﾀｹ ﾒｲ アラマキッズ

4分16秒18 山崎　真桜2209 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｵ 白馬北小学校

4分16秒19 小野澤　二葉2232 ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾀﾊﾞ 木島平小学校スキー部

4分16秒20 高森　なつ2274 ﾀｶﾓﾘ ﾅﾂ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分17秒21 山﨑　仁乃2231 ﾔﾏｻﾞｷ ﾆﾉ 木島平小学校スキー部

4分18秒22 南出　百々香2240 モア・スポーツ加賀

4分18秒23 青木　倫乃2264 ｱｵｷ ﾘﾉ 泉台小

4分18秒24 斉藤　愛海2235 ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 糸魚川東小学校

4分18秒25 黒瀬　雪那2273 ｸﾛｾ ﾕｷﾅ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分19秒26 林　美慧2221 ﾊﾔｼ ﾐｻﾄ 腰越ＪＳＣ

4分19秒27 加藤　埜乃果2279 ｶﾄｳ ﾉﾉｶ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分20秒28 桐渕　陽菜2239 ｷﾘﾌﾞﾁ ﾋﾅ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

4分20秒29 荻原　咲良2271 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 野沢温泉小

4分21秒30 塩入　心寧2219 ｼｵｲﾘ ｺｺﾈ 腰越ＪＳＣ

4分21秒31 吉川　和花2262 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 白馬南小

4分21秒32 今泉　優奈2257 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕﾅ アラマキッズ

4分22秒33 草本　にこら2229 ｸｻﾓﾄ ﾆｺﾗ 白馬かけっこクラブ

4分23秒34 岡田　怜煌2258 ｵｶﾀﾞ ﾚﾉｱ 野田ジュニア

4分25秒35 山本　環恵2214 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｴ 白馬北小学校

4分26秒36 北條　柚月2276 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｽﾞｷ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分27秒37 上沢　亜湖2249 ｶﾐｻﾜ ｱｺ 保科小学校

4分27秒38 金井　凰世2263 ｶﾅｲ ｵｳｾ 山ノ内西小

4分29秒39 山崎　せれな2243 ﾔﾏｻﾞｷ ｾﾚﾅ

4分29秒40 佐藤　なら2211 ｻﾄｳ ﾅﾗ 白馬北小学校

4分30秒41 林　真穂2228 ﾊﾔｼ ﾏﾎ 白馬かけっこクラブ

4分30秒42 小島　逢子2241 モア・スポーツ加賀

4分32秒43 望月　寧来2223 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｽﾞｸ 山ノ内町立南小学校

4分32秒44 逆井　心菜2253 ｻｶｻｲ ｺｺﾅ 野田ジュニア陸上クラブ

4分33秒45 太田　柚葉2282 ｵｵﾀ ﾕｽﾞﾊ 小谷小学校

4分33秒46 秋山　杏2277 ｱｷﾔﾏ ｱﾝ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分34秒47 田中　杏2205 ﾀﾅｶ ｱﾝ 佐久ドリーム

4分35秒48 河西　祐奈2281 ｶｻｲ ﾕｳﾅ 豊平小学校

4分36秒49 矢島　笑那2267 ﾔｼﾞﾏ ｴﾅ 川中島小学校

4分37秒50 鈴木　歩果2256 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ アラマキッズ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第22回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

1km　小学生　3・4年女子の部

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2019/7/21

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

4分37秒51 山室　果鈴2254 ﾔﾏﾑﾛ ｶﾘﾝ 泉台小

4分38秒52 小倉　蝶奈2266 ｵｸﾞﾗ ﾁｮｳﾅ 糸魚川東小学校

4分39秒53 倉部　明愛2247 ｸﾗﾍﾞ ﾒｲ 野田ジュニア

4分39秒54 佐藤　一帆2203 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 佐久ドリーム

4分40秒55 関　星空2201 ｾｷ ｾｲﾗ アラマキッズ

4分41秒56 小河原　百香2215 ｵｶﾞﾜﾗ ﾓﾓｶ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

4分42秒57 木下　瑠心2230 ｷﾉｼﾀ ﾙﾐ 白馬かけっこクラブ

4分43秒58 中尾　栞2260 ﾅｶｵ ｼｵﾘ 道下小学校

4分45秒59 山岸　花穂2272 ﾔﾏｷﾞｼ ｶﾎ 糸魚川小学校

4分46秒60 五十井　環子2278 ｲｶｲ ﾜｺ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分52秒61 池田　愛菜2222 ｲｹﾀﾞ ｱｲﾅ 山ノ内町立南小学校

4分52秒62 青木　倖乃2265 ｱｵｷ ｺﾉ 泉台小

4分55秒63 宮﨑　春佳2225 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 山ノ内町立南小学校

4分57秒64 北村　遥2208 ｷﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ

4分58秒65 竹山　心佑2275 ﾀｹﾔﾏ ﾐｳ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

4分58秒66 小野沢　穂乃香2269 ｵﾉｻﾞﾜ ﾎﾉｶ 山ノ内西小学校

4分58秒67 佐藤　里南2233 ｻﾄｳ ﾘﾅ 木島平小学校スキー部

5分03秒68 山田　柚野2212 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾉ 白馬北小学校

5分04秒69 松井　暖果2213 ﾏﾂｲ ﾊﾙｶ 白馬北小クロス

5分05秒70 千坂　芽良2270 ﾁｻｶ ﾒｲ 飯山小ＲＴＣ

5分06秒71 石井　華蓮2204 ｲｼｲ ｶﾚﾝ 佐久ドリーム

5分21秒72 太田　七海2210 ｵｵﾀ ﾅﾅﾐ 大町北小学校

5分21秒73 望月　優里2224 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾘ 山ノ内町立南小学校

5分21秒74 松原　積希2244 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾐｷ 白馬アスレチッククラブ

5分21秒75 池田　峯由2259 ｲｹﾀﾞ ﾌﾕ 信濃町スキークラブ

5分35秒76 田川　七芭2227 ﾀｶﾞﾜ ﾅﾅﾊ 山ノ内町立南小学校

5分48秒77 古幡　虹2226 ﾌﾙﾊﾀ ｺｳ 山ノ内町立南小学校

Athlete-Tag by CHOPPER


