
- 第22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

 2019/7/21

スタート： 10:50:00

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09秒1 加藤　来実3201 ｶﾄｳ ｸﾙﾐ 東葛ＲＣ

5分22秒2 清水　りの3284 ｼﾐｽﾞ ﾘﾉ アラマキッズ

5分25秒3 杉森　由萌3203 ｽｷﾞﾓﾘ ﾕﾒ アラマキッズ

5分28秒4 坂元　唯花3205 ｻｶﾓﾄ ﾕｲｶ 辰野南小学校

5分31秒5 中村　羽来3235 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅ 腰越ＪＳＣ

5分34秒6 川上　栞3276 ｶﾜｶﾐ ｼｵﾘ 野田ジュニア

5分36秒7 宇田川　結桜3326 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕﾗ 波田FCバンビーナ

5分38秒8 杉山　莉子3274 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｺ 東葛ＲＣ

5分39秒9 橋村　虹泉3221 ﾊｼﾑﾗ ｺｳﾐ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

5分40秒10 山本　萌華3308 ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴｶ 木島小学校

5分42秒11 志田　采世3226 ｼﾀﾞ ｱﾔｾ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

5分42秒12 爲谷　陽愛3279 ﾀﾒｶﾞｲ ﾋﾖﾘ アラマキッズ

5分43秒13 成澤　あん里3232 ﾅﾙｻﾜ ｱﾝﾘ 腰越ＪＳＣ

5分43秒14 徳永　ゆめ3214 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕﾒ 川中島ＪＲＣ

5分43秒15 松本　沙良3320 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾗ 東葛R C

5分43秒16 大林　美桜3286 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｵ アラマキッズ

5分44秒17 宮崎　陽葵3295 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾏﾘ ファイト川越

5分46秒18 上原　杏心3278 ｳｴﾊﾗ ｱﾝﾐ アラマキッズ

5分48秒19 深田　実優3282 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾕ アラマキッズ

5分49秒20 中村　心香3260 ﾅｶﾑﾗ ｺﾉｶ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

5分51秒21 山口　里乃3222 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾉ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

5分52秒22 奥田　真菜3229 ｵｸﾀﾞ ﾏﾅ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

5分54秒23 佐渡　結月3231 ｻﾄﾞ ﾕﾂﾞｷ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

5分55秒24 赤坂　優芽衣3322 ｱｶｻｶ ﾕﾒｲ

5分56秒25 舩本　柚葉3323 ﾌﾅﾓﾄ ﾕｽﾞﾊ

5分57秒26 吉良　帆乃花3256 ｷﾗ ﾎﾉｶ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

5分57秒27 市川　心々音3312 ｲﾁｶﾜ ｺｺﾈ 一色東部小学校

5分57秒28 清水　錦3263 ｼﾐｽﾞ ﾆｼｷ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

5分58秒29 赤澤　結衣3275 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｲ 大国陸上クラブ

5分58秒30 七徳　真友3217 ｼﾁﾄｸ ﾏﾕ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

5分59秒31 友部　来春3218 ﾄﾓﾍﾞ ｺﾊﾙ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分00秒32 矢島　那優3212 ﾔｼﾞﾏ ﾅﾕ 川中島ＪＲＣ

6分00秒33 若林　咲和3215 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｻﾜ 川中島ＪＲＣ

6分02秒34 和田　美陽3321 ﾜﾀﾞ ﾐﾊﾙ

6分02秒35 追分　爽心3289 ｵｲﾜｹ ｻﾜﾐ 野田ジュニア

6分02秒36 小林　千鶴3213 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾂﾞﾙ 川中島ＪＲＣ

6分07秒37 高原　紅葉3270 ﾀｶﾊﾗ ﾓﾐｼﾞ 白馬アスレチッククラブ

6分07秒38 池端　真衣3265 モア・スポーツ加賀

6分07秒39 田中　葉月3300 ﾀﾅｶ ﾊﾂﾞｷ

6分07秒40 福田　妃來3292 ﾌｸﾀﾞ ｷﾗ 野田ジュニア陸上クラブ

6分08秒41 荒井　虹七3267 モア・スポーツ加賀

6分09秒42 青木　文3255 ｱｵｷ ｱﾔ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分09秒43 辻口　鈴3314 ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾘﾝ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

6分09秒44 森本　杏樹3305 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝｼﾞｭ 野田ジュニア陸上クラブ

6分10秒45 星野　来未3254 ﾎｼﾉ ｸﾙﾐ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分11秒46 嶋岡　愛子3208 ｼﾏｵｶ ｱｲｺ 安曇野かけっこクラブ

6分11秒47 藤木　珠央3261 ﾌｼﾞｷ ﾐｵ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分11秒48 谷口　深愛3220 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐｱ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分11秒49 山口　舞穏3238 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾉﾝ 白馬かけっこクラブ

6分12秒50 髙橋　陽和3239 ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 白馬かけっこクラブ
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6分13秒51 深田　茉優3283 ﾌｶﾀﾞ ﾏﾕ アラマキッズ

6分13秒52 湯浅　姫菜3272 ﾕｱｻ ﾋﾒﾅ 白馬アスレチッククラブ

6分14秒53 田代　莉奈子3280 ﾀｼﾛ ﾘﾅｺ アラマキッズ

6分14秒54 齋藤　京果3240 ｻｲﾄｳ ｷｮｳｶ 白馬かけっこクラブ

6分15秒55 土屋　夢萌3211 ﾂﾁﾔ ﾕﾒ 佐久ドリーム

6分15秒56 神谷　愛菜3230 ｶﾐﾔ ｱｲﾅ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

6分16秒57 中川　新菜3219 ﾅｶｶﾞﾜ ﾆｲﾅ 津幡ｼﾞｭﾆｱｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ

6分18秒58 戸塚　かんな3202 ﾄﾂｶ ｶﾝﾅ 野田ジュニア

6分18秒59 笠原　杏優3259 ｶｻﾊﾗ ｱﾝｽﾞ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分18秒60 伏見　奈穂3225 ﾌｼﾐ ﾅﾎ 原小学校

6分19秒61 清水　麻央3301 ｼﾐｽﾞ ﾏｵ 山ノ内東小学校

6分20秒62 片山　翔亜3294 ｶﾀﾔﾏ ﾄｱ アラマキッズ

6分20秒63 小島　楓子3266 モア・スポーツ加賀

6分20秒64 舘野　眞子3287 ﾀﾃﾉ ﾏｺ アラマキッズ

6分20秒65 羽山　琴音3285 ﾊﾔﾏ ｺﾄﾈ アラマキッズ

6分21秒66 小林　美悠3310 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ あずみのかけっこクラブ

6分21秒67 襟川　日和3257 ｴﾘｶﾜ ﾋﾖﾘ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分22秒68 石川　優菜3299 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 木島小学校

6分23秒69 高橋　結花3216 ﾀｶﾊｼ ﾕｲｶ 川中島ＪＲＣ

6分23秒70 竹花　心美3234 ﾀｹﾊﾅ ｺｺﾐ 腰越ＪＳＣ

6分24秒71 和田　亜依3245 ﾜﾀﾞ ｱｲ 木島平小学校スキー部

6分24秒72 阿部　渚3253 ｱﾍﾞ ﾅｷﾞｻ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分25秒73 松崎　結衣菜3204 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲﾅ アラマキッズ

6分25秒74 小林　鈴歩3248 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾎ 木島平小学校スキー部

6分26秒75 鈴木　遥翔3290 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ アラマキッズ

6分26秒76 久保田　美羽3296 ｸﾎﾞﾀ ﾐｳ 野沢温泉小学校

6分26秒77 藤掛　ゆら3262 ﾌｼﾞｶｹ ﾕﾗ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分27秒78 原　光咲3311 ﾊﾗ ﾐｻｷ アラマキッズ

6分28秒79 似内　志帆3258 ﾆﾀﾅｲ ｼﾎ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分28秒80 真野　結奈3304 ﾏﾉ ﾕｲﾅ

6分29秒81 斉藤　陽葵3252 ｻｲﾄｳ ﾋﾏﾘ 糸魚川東小学校

6分29秒82 細沼　優衣3288 ﾎｿﾇﾏ ﾕｲ アラマキッズ

6分30秒83 唐澤　結香3309 ｶﾗｻﾜ ﾕｲｶ 安曇野かけっこ

6分30秒84 内山　莉香3264 ｳﾁﾔﾏ ﾘｺ おおたｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ

6分31秒85 大平　千晴3228 ｵｵﾋﾗ ﾁﾊﾙ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

6分32秒86 財辺　ひより3277 ﾀｶﾗﾍﾞ ﾋﾖﾘ 野田ジュニア

6分33秒87 金井　りあ3297 ｶﾅｲ ﾘｱ アラマキッズ

6分35秒88 太田　璃子3269 ｵｵﾀ ﾘｺ 白馬アスレチッククラブ

6分36秒89 髙﨑　結衣3227 ﾀｶｻｷ ﾕｲ Ａ．Ｃ．ＴＯＹＡＭＡ

6分39秒90 松原　三木姫3271 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾓｸﾒ 白馬アスレチッククラブ

6分39秒91 添田　春佳3250 ｿｴﾀ ﾊﾙｶ 木島平小学校スキー部

6分39秒92 長津　心結3315 ﾅｶﾞﾂ ﾐﾕ ＭＴ．ＳＵＰＯＬＡ

6分39秒93 藤塚　まり3319 ﾌｼﾞﾂｶ ﾏﾘ TEAM DAITO

6分40秒94 和田　亜海3246 ﾜﾀﾞ ｱﾐ 木島平小学校スキー部

6分40秒95 富井　和歩子3223 ﾄﾐｲ ﾜﾎｺ 野沢温泉小学校

6分42秒96 山邊　桃菜3306 ﾔﾏﾍﾞ ﾓﾅ アラマキッズ

6分42秒97 浦山　瑠乃羽3247 ｳﾗﾔﾏ ﾙﾉﾜ 木島平小学校スキー部

6分44秒98 川村　美沙都3207 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ 野沢温泉小学校

6分45秒99 黒田　和華3268 ｸﾛﾀﾞ ﾜｶ 日出学園小学校

6分50秒100 竹内　美里3244 ﾀｹｳﾁ ﾐｻﾄ 木島平小学校スキー部
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6分51秒101 七海　真帆3233 ﾅﾅｳﾐ ﾏﾎ 腰越ＪＳＣ

6分53秒102 松中　叶3241 ﾏﾂﾅｶ ｶﾉﾝ 白馬かけっこクラブ

6分56秒103 佐々木　璃子3251 ｻｻｷ ﾘｺ 白馬アスレチッククラブ

6分58秒104 藤井　あては3206 ﾌｼﾞｲ ｱﾃﾊ アラマキッズ

7分00秒105 宮入　彩愛3303 ﾐﾔｲﾘ ｻﾗ 山ノ内東小学校

7分01秒106 河西　奏実3316 ｶｻｲ ｶﾅﾐ 豊平小学校

7分02秒107 笠原　れい3302 ｶｻﾊﾗ ﾚｲ 山ノ内東小学校

7分04秒108 佐藤　美波3249 ｻﾄｳ ﾐﾅﾐ 木島平小学校スキー部

7分04秒109 養田　もえ3237 ﾖｳﾀﾞ ﾓｴ 山ノ内町立南小学校

7分04秒110 大野　まみ3325 ｵｵﾉ ﾏﾐ 砺波東部小学校

7分08秒111 森　來夢3313 ﾓﾘ ﾗﾑ 木島小

7分14秒112 エンライト愛理シャンティ―3243 ｴﾝﾗｲﾄ ｱｲﾘｼｬﾝﾃｨｰ 白馬かけっこクラブ

7分14秒113 関野　由依3209 ｾｷﾉ ﾕｲ あづみのかけっこクラブ

7分17秒114 金山　琳3327 ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ

7分24秒115 河野　若穂3298 ｺｳﾉ ﾜｶﾎ 野沢温泉小学校

7分25秒116 宮澤　結宇3210 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ 小谷小学校

7分27秒117 木嶋　心彩3307 ｷｼﾞﾏ ｺｺｱ 糸魚川ＧＥＯキッズ

7分45秒118 宮﨑　千優3236 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 山ノ内町立南小学校

8分04秒119 山下　小雪3242 ﾔﾏｼﾀ ｺﾕｷ 白馬かけっこクラブ

8分16秒120 黒木　楓花3291 ｸﾛｷ ﾌｳｶ

8分35秒121 石川　祥子3318 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺ 小谷小学校
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