
- 第22回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

4km　中学生　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： 11:00:00

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

14分57秒1 牧内　大華4148 ﾏｷｳﾁ ﾋﾛｶ 腰越ＪＳＣ

15分22秒2 中島　ひな子4105 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾅｺ 津南町立津南中学校

15分52秒3 小林　百々果4153 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 山ノ内中学校

16分13秒4 田中　千智4108 ﾀﾅｶ ﾁｻﾄ 津南町立津南中学校

16分22秒5 山﨑　優風4151 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 山ノ内中学校

16分24秒6 関根　さくら4166 ｾｷﾈ ｻｸﾗ 南部中学校

16分27秒7 竹花　明姫4129 ﾀｹﾊﾅ ｱｷ 腰越ＪＳＣ

16分32秒8 宮川　花奈4164 モア・スポーツ加賀

16分39秒9 小林　華蓮4135 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ 城北中学校

16分46秒10 山本　乃愛4160 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｱ 中能登クラブ

16分50秒11 南出　ゆり4163 モア・スポーツ加賀

16分51秒12 川久保　涼美4136 ｶﾜｸﾎﾞ ｽｽﾞﾐ 城北中学校

16分57秒13 松沢　意4147 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 白馬中学校クロス部

16分58秒14 甲田　悠莉4159 ｺｳﾀﾞ ﾕｳﾘ 中能登クラブ

17分08秒15 永本　聖奈4157 ﾅｶﾞﾓﾄ ｾﾅ 中能登クラブ

17分08秒16 関　こころ4165 モア・スポーツ加賀

17分18秒17 鈴木　未羽4106 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 津南町立津南中学校

17分19秒18 橋本　夏凛4145 ﾊｼﾓﾄ ｶﾘﾝ 白馬中学校クロス部

17分22秒19 野中　菜南4116 ﾉﾅｶ ﾅﾅﾐ 野沢温泉村立野沢温泉中・

17分27秒20 舩本　美結4175 ﾌﾅﾓﾄ ﾐﾕ

17分31秒21 松村　梨央奈4115 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｵﾅ 野沢温泉村立野沢温泉中・

17分32秒22 髙橋　幸由実4134 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 飯山城南中学校

17分33秒23 澤井　夢子4154 ｻﾜｲ ﾕﾒｺ 中能登クラブ

17分36秒24 丸山　莉央4171 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｵ

17分38秒25 追分　梓心4167 ｵｲﾜｹ ｱｽﾞﾐ 二川中学校

17分44秒26 山中　夢華4131 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾒｶ 飯山城南中学校

17分45秒27 田福　知夏4172 ﾀﾌｸ ﾁﾅﾂ モアＳＰＣ

17分47秒28 竹節　優菜4150 ﾀｹﾌｼ ﾕｳﾅ 山ノ内中学校

17分53秒29 藤澤　穂香4156 ﾌｼﾞｻﾜ ﾎﾉｶ 中能登クラブ

17分55秒30 佐藤　笑瑠4132 ｻﾄｳ ｴﾙ 飯山城南中学校

18分14秒31 荒川　美羽4168 ｱﾗｶﾜ ﾐｳ 野田市立岩名中学校

18分18秒32 小林　真緒4146 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 白馬中学校クロス部

18分25秒33 滝沢　夏海4109 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 津南町立津南中学校

18分29秒34 藤塚　美礼4174 ﾌｼﾞﾂｶ ﾐﾚｲ TEAM DAITO

18分32秒35 大野　未羽4155 ｵｵﾉ ﾐｳ 中能登クラブ

18分34秒36 青木　佑月4149 ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ 山ノ内中学校

18分36秒37 髙橋　莉織4140 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬中学校クロス部

18分54秒38 花岡　桂名4121 ﾊﾅｵｶ ｹｲﾅ 草津中学校

18分56秒39 森村　実紅4120 ﾓﾘﾑﾗ ﾐｸ 戸隠中学校

18分57秒40 石川　希和子4104 ｲｼｶﾜ ｷﾜｺ 小谷中学校スキー部

19分02秒41 山本　結萌4161 ﾔﾏﾓﾄ ＡＣ豊丘

19分10秒42 田上　桃花4170 ﾀｶﾞﾐ ﾓｶ 糸魚川中学校

19分24秒43 森村　日菜4119 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾅ 戸隠中学校

19分39秒44 山本　風花4141 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｳｶ 白馬中学校クロス部

19分47秒45 荻原　那優4114 ｵｷﾞﾜﾗ ﾅﾕ 野沢温泉村立野沢温泉中・

19分55秒46 酒井　優里4158 ｻｶｲ ﾕｳﾘ 中能登クラブ

19分57秒47 丸山　結衣4137 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｲ 城北中学校

20分03秒48 大日方　佐羽4117 ｵﾋﾞﾅﾀ ｻﾜ 戸隠中学校

20分04秒49 徳武　春花4118 ﾄｸﾀｹ ﾊﾙｶ 戸隠中学校

20分22秒50 小坂　璃彩4138 ｺｻｶ ﾘｻ 城北中学校
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20分32秒51 深澤　ひなた4103 ﾌｶｻﾜ ﾋﾅﾀ 小谷中学校スキー部

21分10秒52 佐藤　みずき4122 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 白馬中学校

21分12秒53 石原　愛子4162 ｲｼﾊﾗ ｱｲｺ ＡＣ豊丘

21分13秒54 猪又　すず4102 ｲﾉﾏﾀ ｽｽﾞ 小谷中学校スキー部

21分14秒55 横川　陽菜4143 ﾖｺｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 白馬中学校クロス部

21分17秒56 大口　瑠梨羽4130 ｵｵｸﾞﾁ ﾙﾘﾊ 飯山城南中学校

21分34秒57 宮﨑　蕗子4107 ﾐﾔｻﾞｷ ﾌｷｺ 津南町立津南中学校

21分36秒58 伊東　璃乃4101 ｲﾄｳ ﾘﾉ 小谷中学校スキー部

21分36秒59 小林　梨花4133 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 飯山城南中学校

21分37秒60 松澤　実夢4139 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 城北中学校

22分29秒61 川村　綾香4110 ｶﾜﾑﾗ ｱﾔｶ 野沢温泉村立野沢温泉中・

23分10秒62 山内　初衣4173 ﾔﾏｳﾁ ｳｲ
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