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公式成績表

小学生5・6年女子 3.0kmクラシカル
2017/01/29 

SAN コース名

HSC 標高差

HSC 極限登高標高差

合計登高

会長

周囲数

開始時間 11:35 終了時間 12:05

コスデタ

岩岳フビフンコース

65m 
36m 
106m 
3km 

Bib SAJ 名前 所属名 都道府県
7ィニッシュ

時間差
コード 告イム

1 157 山崎{憂風 山ノ内西小学校 11 :47.8 0.0 
2 151 小林百々果 山ノ内東小学校 12:04.3 +16.5 
3 154 高橋事ij織 白馬南小学校 12:13.2 +25.4 
4 150 山 本 真 優 山ノ内東小学校 12:16.8 +29.0 
5 155 湯本 彩羽 木島平小学校 12:47.7 +59.9 
6 129 水野夏楓 白馬南小学校 12:55.0 +1 :07.2 
7 149 湯本美月 木島平小学校 12:57.0 +1:09.2 
8 147 青木佑月 山ノ内西小学校 12:57.4 +1 :09.6 
9 152 原彩 夏 白馬北小学校 13:01.2 +1:13.4 
10 144 山本風花 白馬南小学校 13:10.0 +1:22.2 
11 133 アダムソン寧音白馬南小学校 13:14.4 +1・26.6
12 156 桜井このみ 山ノ内南小学校 13:27.1 +1・39.3
13 132 竹 節 来 星 山ノ内東小学校 13:42.0 +1・54.2
14 137 佐藤遥 木島平小学校 13:42.7 +1・54.9
15 148 鈴木 蒼 衣 野沢温泉小学校 13:49.6 +2:01.8 
16 134 小 林 華 蓬 戸狩小学校 13:50.9 +2・03.1
17 161 小林愛新 信濃小中学校 13:51.5 +2:03.7 
18 139 森かのん 野沢温泉小学校 13:58.7 +2:10.9 
19 165 里子中美南 野沢温泉小学校 14:05.0 +2:17.2 
20 140 倉田 乃 綾 山ノ内南小学校 14:13.6 +2:25.8 
21 162 川久保涼美 戸狩小学校 14:17.4 +2:29.6 
22 143 丸山晴香 白馬北小学校 14:17.9 +2:30.1 
23 138 竹節{憂菜 山ノ内東小学校 14:33.9 +2:46.1 
24 164 山 田柚葵 長丘小学校 14:45.5 +2:57.7 
25 130 森彩加 木島平小学校 14:49.5 +3:01.7 
26 163 丸 山 結 衣 泉台小学校 14:52.0 +3:04.2 
27 128 黒岩 美 羽 山ノ内東小学校 14:55.0 +3:07.2 
28 142 小 林 紅 葉 科野小学校 14:55.1 +3:07.3 
29 166 小林鈴々 科野小学校 15:06.1 +3:18.3 
30 145 山 田 捺 葵 長丘小学校 15:10.8 +3:23.0 
31 135 横川陽菜 白馬北小学校 15:19.5 +3:31.7 
32 146 江口 萌 香 戸狩小学校 15:19.8 +3:32.0 
33 159 鷲i暴れい 小谷小学校 15:26.0 +3:38.2 
34 124 山本帆乃香 山ノ内東小学校 15:30.0 +3:42.2 
35 160 山本果歩 倭小学校 15:31.0 +3:43.2 
36 131 川 村 綾 香 野沢温泉小学校 15:42.2 +3:54.4 
37 141 倉田事ij瑚 倭小学校 15:44.5 +3:56.7 
38 127 宮崎雛乃 野沢温泉小学校 16:06.1 +4:18.3 
39 136 高橋みなみ 科野小学校 16:28.7 +4:40.9 
40 158 楼井 美 来 菅平小学校 16:29.2 +4:41.4 
41 123 河 野 小 春 野沢温泉小学校 16:56.8 +5:09.0 
42 153 大口 1留璃羽 飯山小学校 17:02.3 +5・14.5
43 125 加藤 夏 海 野沢温泉小学校 17:27.0 +5:39.2 
44 126 山本 結 衣 木島平小学校 21:10.7 +9:22.9 
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