
小谷

　2019　SAN　RACE

　　第５３回栂池ノルディック大会　　

信州

公式成績表

小学５・６年女子 3.0 km クラシカル

栂池高原 / 長野県 2019/03/03 開始時間 10:20 終了時間 10:43

 技術代表 下澤 弘嘉 SAN  コース名 前山クロスカントリーコース

 技術代表アシスタント 関 芳明 OTS  標高差 28m 
 競技委員長 鷲沢 善和 OTS  極限登高標高差 14m 

 合計登高 95m 
 全長 3.0Km 
 周回数 1 
 コース公認No SAJ31-CC-33/97 

1 220 松沢 意 白馬北小学校 長野 10:25.6 0.0
2 215 髙橋 実楽 木島平小学校スキー部 長野 10:52.7 +27.1
3 205 山本 萌華 木島小学校 長野 11:00.0 +34.4
4 206 髙橋 幸由実 飯山小学校 長野 11:05.2 +39.6
5 214 橋本 夏凛 白馬北小学校 長野 11:08.6 +43.0
6 210 湯本 美園 木島平小学校スキー部 長野 11:16.6 +51.0
7 201 山口 舞穏 白馬南小学校 長野 11:25.3 +59.7
8 207 髙橋 陽和 白馬南小学校 長野 11:27.0 +1:01.4
9 192 齋藤 京果 白馬南小学校 長野 11:28.5 +1:02.9

10 219 山中 瑛玲七 木島小学校 長野 11:30.4 +1:04.8
11 209 石木田 彩 小谷小学校 長野 11:32.4 +1:06.8
12 218 野中 菜南 野沢温泉小学校 長野 11:38.6 +1:13.0
13 212 宮入 彩愛 山ノ内東小学校 長野 11:38.7 +1:13.1
14 184 佐々木 璃子 白馬北小学校 長野 11:41.3 +1:15.7
15 208 松村 梨央奈 野沢温泉小学校 長野 11:46.7 +1:21.1
16 202 佐藤 みずき 白馬北小学校 長野 11:46.8 +1:21.2
17 189 佐藤 美波 木島平小学校スキー部 長野 11:50.3 +1:24.7
18 217 大日方 琴音 常盤小学校 長野 11:52.2 +1:26.6
19 197 山﨑 凛 木島平小学校スキー部 長野 11:58.5 +1:32.9
20 187 伊東 真千 木島小学校 長野 11:59.2 +1:33.6
21 198 小林 真緒 白馬北小学校 長野 12:06.0 +1:40.4
22 213 松澤 実夢 泉台小学校 長野 12:09.4 +1:43.8
23 188 礒江 六花 白馬北小学校 長野 12:24.1 +1:58.5
24 200 小林 梨花 飯山小学校 長野 12:29.3 +2:03.7
25 203 石川 希和子 小谷小学校 長野 12:29.5 +2:03.9
26 221 池田 陽菜 山ノ内南小学校 長野 12:41.3 +2:15.7
27 194 清水 麻央 山ノ内東小学校 長野 12:49.3 +2:23.7
28 190 宮澤 結宇 小谷小学校 長野 12:50.7 +2:25.1
29 182 森 來夢 木島小学校 長野 12:56.7 +2:31.1
30 204 髙島 妃菜 常盤小学校 長野 12:57.7 +2:32.1
31 211 磯崎 彩依 菅平小学校 長野 13:00.9 +2:35.3
32 186 加藤 あおい 野沢温泉小学校 長野 13:01.6 +2:36.0
33 185 添田 春佳 木島平小学校スキー部 長野 13:20.3 +2:54.7
34 216 倉田 ゆず 倭小学校 長野 13:32.1 +3:06.5
35 183 篠原 春華 飯山小学校 長野 13:38.6 +3:13.0
36 196 町田 愛莉 倭小学校 長野 13:39.2 +3:13.6
37 195 町井 希帆 泉台小学校 長野 13:59.3 +3:33.7
38 193 宮﨑 千優 山ノ内南小学校 長野 16:33.0 +6:07.4

181 荻原 那優 野沢温泉小学校 長野 DS
191 小島 ひより 飯山小学校 長野 DS
199 松村 聖羅 野沢温泉小学校 長野 DS
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雪温 気温
10:00  晴れ  ハード -1℃ 5℃ 56％ 南 1m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
41 38 0 0 3

技術代表 セクレタリー

下澤 弘嘉 佐藤 孝行

Print Date: Sun 3 Mar 2019  Print Time: 10:44 Page: 2/2

参加者
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時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速
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