
Cross-country

52
公式成績表

小学４～６年女子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 10:20 終了時間 15:02

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 ＯＳＰクロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  極限登高標高差 １０ｍ

 合計登高 １４ｍ

 全長 １．３ｋｍ

 周回数 １

1 151 決勝 A 中島　果歩(6) 山ノ内西小 長野
2 156 決勝 A 山﨑　優風(5) 山ノ内西小 長野
3 166 決勝 A 山本　真優(5) 山ノ内東小 長野
4 153 決勝 A 竹内　美琴(6) 木島平小 長野
5 161 決勝 A 鎌倉　春音(6) 白馬南小 長野
6 162 決勝 A 小林百々果(5) 山ノ内東小 長野

7 158 準決勝 池田　桜空(6) 妙高小 新潟
8 165 準決勝 塩島　楓菜(6) 白馬北小 長野
9 155 準決勝 藤塚　亜子(6) 片貝小 新潟

10 157 準決勝 六塚　望杏(6) 木島小 長野
11 152 準決勝 山川あんり(6) 妙高小 新潟
12 170 準決勝 岩本　華奈(6) 山ノ内北小 長野

13 154 準々決勝 髙橋　莉織(5) 白馬南小 長野
14 167 準々決勝 山中　夢華(5) 木島小 長野
15 172 準々決勝 山田　愛葵(6) 山ノ内北小 長野
16 173 準々決勝 遠田　　鈴(5) 川治小 新潟
17 160 準々決勝 山本　小想(6) 山ノ内南小 長野
18 163 準々決勝 和田　　親(6) 信濃小 長野
19 164 準々決勝 佐藤　千佳(5) 川治小 新潟
20 174 準々決勝 湯本　美月(5) 木島平小 長野
21 159 準々決勝 小林　　凜(6) 木島平小 長野
22 168 準々決勝 山本　愛華(6) 木島小 長野
23 169 準々決勝 富井　望来(6) 野沢温泉小 長野
24 171 準々決勝 和田　鈴帆(5) おぢやファイトクラブ 新潟

25 予選 湯本　彩羽(5) 木島平小 長野
26 予選 川久保涼美(5) 戸狩小 長野
27 予選 山本　風花(5) 白馬南小 長野
28 予選 青木　佑月(5) 山ノ内西小 長野
29 予選 丸山　夏乃(6) 常盤小 長野
30 予選 小林　愛莉(5) 信濃小 長野
31 予選 淀　　葉月(6) 小谷小 長野
32 予選 草本　晏壽(6) 白馬南小 長野
33 予選 丸山　結衣(5) 泉台小 長野
34 予選 竹節　優菜(5) 山ノ内東小 長野
35 予選 林　　愛陽(6) 五十沢小 新潟
36 予選 アダムソン寧音(4) 白馬南小 長野
37 予選 増田　青空(6) 川治小 新潟
38 予選 小野澤　麗(6) 山ノ内東小 長野
39 予選 古川　愛奈(6) 妙高小 新潟
40 予選 鈴木　蒼衣(5) 野沢温泉小 長野
41 予選 高相　玲那(6) 山ノ内東小 長野
42 予選 澤渡　千夏(6) 小谷小 長野
43 予選 森　かのん(4) 野沢温泉小 長野
44 予選 野中　美南(5) 野沢温泉小 長野
45 予選 丸山　　琳(6) 小谷小 長野
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公式成績表

小学４～６年女子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 10:20 終了時間 15:02

46 予選 日向野涼香(5) 川治小 新潟
47 予選 本多　留依(6) 草津小 群馬
48 予選 倉田　乃綾(4) 山ノ内南小 長野
49 予選 福島　有紗(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
50 予選 水野　夏楓(4) 白馬南小 長野
51 予選 高橋幸桜子(6) 飯山小 長野
52 予選 江口　萌香(5) 戸狩小 長野
53 予選 河野　千雪(6) 野沢温泉小 長野
54 予選 桜井このみ(5) 山ノ内南小 長野
55 予選 北村　真彩(6) 小谷小 長野
56 予選 髙井　千里(5) 飯山東小 長野
57 予選 竹節　来星(5) 山ノ内東小 長野
58 予選 山本　果歩(5) 倭小 長野
59 予選 山口　紗良(6) 川治小 新潟
60 予選 村山愛美沙(5) 川治小 新潟
61 予選 竹内　未衣(5) 中郷小 新潟
62 予選 南雲　穂香(5) 川治小 新潟
63 予選 山﨑　文菜(6) 戸狩小 長野
64 予選 佐藤　　遥(5) 木島平小 長野
65 予選 佐藤　笑瑠(4) 木島小 長野
66 予選 原　　彩夏(5) 白馬北小 長野
67 予選 丸山　晴香(5) 白馬北小 長野
68 予選 小坂　璃彩(4) 飯山東小 長野
69 予選 小林　鈴々(4) 科野小 長野
70 予選 丸山　　華(5) 中郷小 新潟
71 予選 小林　華蓮(5) 戸狩小 長野
72 予選 倉田　莉瑚(5) 倭小 長野
73 予選 山口　花夏(6) 草津小 群馬
74 予選 山賀　桃果(6) まつだいCSC 新潟
75 予選 黒岩　菜緒(6) 草津小 群馬
76 予選 小野塚優月(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
77 予選 黒岩　美羽(4) 山ノ内東小 長野
78 予選 小澤　咲貴(4) 飯山小 長野
79 予選 太田　柚月(4) 木島小 長野
80 予選 石井　夏葵(6) 嬬恋西部小 群馬
81 予選 川村　綾香(4) 野沢温泉小 長野
82 予選 山崎　吏桜(4) 木島平小 長野
83 予選 森　　彩加(5) 木島平小 長野
84 予選 高橋　美花(5) 川治小 新潟
85 予選 坂井　　結(5) まつだいCSC 新潟
86 予選 長岡　珠凜(5) 飯山小 長野
87 予選 野村　侑美(5) 川治小 新潟
88 予選 久保　芹乃(6) 草津小 群馬
89 予選 黒岩　芽生(4) 草津小 群馬
90 予選 月岡　麗奈(5) 飯山小 長野
91 予選 佐藤　芽泉(6) 山ノ内西小 長野
92 予選 古川　純恋(4) 妙高小 新潟
93 予選 樋口　莉々(5) 草津小 群馬
94 予選 滝澤　奈央(6) 山ノ内南小 長野
95 予選 山本帆乃香(4) 山ノ内東小 長野
96 予選 鷲澤　れい(5) 小谷小 長野
97 予選 小林　華乃(4) 川治小 新潟
98 予選 小林　紅葉(4) 科野小 長野
99 予選 山中　楓葉(4) 小谷小 長野

100 予選 常田　舞幸(4) 木島小 長野
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公式成績表

小学４～６年女子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 10:20 終了時間 15:02

101 予選 久々江雫花(5) 草津小 群馬
102 予選 高橋みなみ(4) 科野小 長野
103 予選 宮﨑　雛乃(4) 野沢温泉小 長野
104 予選 村山愛純美(4) 川治小 新潟
105 予選 梅沢　陽向(4) 中郷小 新潟
106 予選 加藤　夏海(4) 野沢温泉小 長野
107 予選 大塚弓生菜(5) 草津小 群馬
108 予選 横川　陽菜(4) 白馬北小 長野
109 予選 河野　小春(4) 野沢温泉小 長野
110 予選 村田　夕夏(4) 草津小 群馬
111 予選 村山　　晏　(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
112 予選 坂井みのり(4) まつだいCSC 新潟
113 予選 花岡　桂名(4) 草津小 群馬

予選 根津　　円(6) 本郷小 長野
予選 本多　来依(6) 草津小 群馬
予選 大平　早紀(6) 飯山東小 長野
予選 髙橋　夢果(6) 木島平小 長野
予選 佐藤　実花(6) 川治小 新潟
予選 渡辺　琴葉(4) おぢやファイトクラブ 新潟

雪温 気温
10:00  晴れ  普通 0℃ 3℃ 54％ 無風
13:00  曇り  不良 0℃ 5℃ 49％ 無風
14:00  晴れ  不良 0℃ 6℃ 48％ 北 1m/s
14:30  晴れ  不良 0℃ 6℃ 48％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
119 112 0 0 0 7

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 門脇　秋彦

Data processing by SEIKO Print Date: Sun 13 Mar 2016  Print Time: 15:02 Page: 3/3

順位 Bib ラウンド 名前 所属名 都道府県

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速



Cross-country

52
公式成績表

小学４～６年女子 1.3 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 10:20 終了時間 10:55

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 ＯＳＰクロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  極限登高標高差 １０ｍ

 合計登高 １４ｍ

 全長 １．３ｋｍ

 周回数 １

1 278 中島　果歩(6) 山ノ内西小 長野 3:02.15 0.00 予選通過
2 322 山川あんり(6) 妙高小 新潟 3:14.11 +11.96 予選通過
3 336 竹内　美琴(6) 木島平小 長野 3:15.32 +13.17 予選通過
4 279 髙橋　莉織(5) 白馬南小 長野 3:15.41 +13.26 予選通過
5 294 藤塚　亜子(6) 片貝小 新潟 3:15.66 +13.51 予選通過
6 334 山﨑　優風(5) 山ノ内西小 長野 3:16.92 +14.77 予選通過
7 280 六塚　望杏(6) 木島小 長野 3:19.67 +17.52 予選通過
8 292 池田　桜空(6) 妙高小 新潟 3:20.13 +17.98 予選通過
9 341 小林　　凜(6) 木島平小 長野 3:20.90 +18.75 予選通過

10 319 山本　小想(6) 山ノ内南小 長野 3:21.57 +19.42 予選通過
11 313 鎌倉　春音(6) 白馬南小 長野 3:21.64 +19.49 予選通過
12 282 小林百々果(5) 山ノ内東小 長野 3:21.83 +19.68 予選通過
13 304 和田　　親(6) 信濃小 長野 3:22.28 +20.13 予選通過
14 284 佐藤　千佳(5) 川治小 新潟 3:22.85 +20.70 予選通過
15 295 塩島　楓菜(6) 白馬北小 長野 3:24.60 +22.45 予選通過
16 309 山本　真優(5) 山ノ内東小 長野 3:25.04 +22.89 予選通過
17 335 山中　夢華(5) 木島小 長野 3:27.16 +25.01 予選通過
18 311 山本　愛華(6) 木島小 長野 3:27.49 +25.34 予選通過
19 297 富井　望来(6) 野沢温泉小 長野 3:27.74 +25.59 予選通過
20 283 岩本　華奈(6) 山ノ内北小 長野 3:28.21 +26.06 予選通過
21 287 和田　鈴帆(5) おぢやファイトクラブ 新潟 3:30.23 +28.08 予選通過
22 333 山田　愛葵(6) 山ノ内北小 長野 3:31.53 +29.38 予選通過
23 312 遠田　　鈴(5) 川治小 新潟 3:32.50 +30.35 予選通過
24 351 湯本　美月(5) 木島平小 長野 3:32.81 +30.66 予選通過
25 369 湯本　彩羽(5) 木島平小 長野 3:33.00 +30.85 予選不通過
26 331 川久保涼美(5) 戸狩小 長野 3:34.19 +32.04 予選不通過
27 339 山本　風花(5) 白馬南小 長野 3:34.70 +32.55 予選不通過
28 360 青木　佑月(5) 山ノ内西小 長野 3:34.90 +32.75 予選不通過
29 291 丸山　夏乃(6) 常盤小 長野 3:35.01 +32.86 予選不通過
30 320 小林　愛莉(5) 信濃小 長野 3:35.08 +32.93 予選不通過
31 301 淀　　葉月(6) 小谷小 長野 3:36.43 +34.28 予選不通過
32 387 草本　晏壽(6) 白馬南小 長野 3:36.99 +34.84 予選不通過
33 296 丸山　結衣(5) 泉台小 長野 3:37.39 +35.24 予選不通過
34 346 竹節　優菜(5) 山ノ内東小 長野 3:37.62 +35.47 予選不通過
35 302 林　　愛陽(6) 五十沢小 新潟 3:37.79 +35.64 予選不通過
36 342 アダムソン寧音(4) 白馬南小 長野 3:37.88 +35.73 予選不通過
37 348 増田　青空(6) 川治小 新潟 3:37.95 +35.80 予選不通過
38 371 小野澤　麗(6) 山ノ内東小 長野 3:38.19 +36.04 予選不通過
39 355 古川　愛奈(6) 妙高小 新潟 3:38.46 +36.31 予選不通過
40 315 鈴木　蒼衣(5) 野沢温泉小 長野 3:38.56 +36.41 予選不通過
41 338 高相　玲那(6) 山ノ内東小 長野 3:39.99 +37.84 予選不通過
42 337 澤渡　千夏(6) 小谷小 長野 3:40.75 +38.60 予選不通過
43 350 森　かのん(4) 野沢温泉小 長野 3:40.78 +38.63 予選不通過
44 308 野中　美南(5) 野沢温泉小 長野 3:41.23 +39.08 予選不通過
45 347 丸山　　琳(6) 小谷小 長野 3:41.47 +39.32 予選不通過
46 340 日向野涼香(5) 川治小 新潟 3:42.23 +40.08 予選不通過
47 310 本多　留依(6) 草津小 群馬 3:43.91 +41.76 予選不通過
48 381 倉田　乃綾(4) 山ノ内南小 長野 3:44.04 +41.89 予選不通過
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Cross-country

52
公式成績表

小学４～６年女子 1.3 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 10:20 終了時間 10:55

49 305 福島　有紗(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:44.35 +42.20 予選不通過
50 368 水野　夏楓(4) 白馬南小 長野 3:45.27 +43.12 予選不通過
51 328 高橋幸桜子(6) 飯山小 長野 3:46.18 +44.03 予選不通過
52 357 江口　萌香(5) 戸狩小 長野 3:47.08 +44.93 予選不通過
53 318 河野　千雪(6) 野沢温泉小 長野 3:47.32 +45.17 予選不通過
54 288 桜井このみ(5) 山ノ内南小 長野 3:49.10 +46.95 予選不通過
55 314 北村　真彩(6) 小谷小 長野 3:49.66 +47.51 予選不通過
56 329 髙井　千里(5) 飯山東小 長野 3:49.94 +47.79 予選不通過
57 370 竹節　来星(5) 山ノ内東小 長野 3:50.08 +47.93 予選不通過
58 293 山本　果歩(5) 倭小 長野 3:50.71 +48.56 予選不通過
59 344 山口　紗良(6) 川治小 新潟 3:52.44 +50.29 予選不通過
60 361 村山愛美沙(5) 川治小 新潟 3:52.77 +50.62 予選不通過
61 298 竹内　未衣(5) 中郷小 新潟 3:53.71 +51.56 予選不通過
62 364 南雲　穂香(5) 川治小 新潟 3:53.77 +51.62 予選不通過
63 290 山﨑　文菜(6) 戸狩小 長野 3:53.79 +51.64 予選不通過
64 374 佐藤　　遥(5) 木島平小 長野 3:54.24 +52.09 予選不通過
65 345 佐藤　笑瑠(4) 木島小 長野 3:55.66 +53.51 予選不通過
66 326 原　　彩夏(5) 白馬北小 長野 3:56.93 +54.78 予選不通過
67 353 丸山　晴香(5) 白馬北小 長野 3:57.45 +55.30 予選不通過
68 299 小坂　璃彩(4) 飯山東小 長野 3:57.57 +55.42 予選不通過
69 289 小林　鈴々(4) 科野小 長野 3:59.11 +56.96 予選不通過
70 327 丸山　　華(5) 中郷小 新潟 3:59.96 +57.81 予選不通過
71 382 小林　華蓮(5) 戸狩小 長野 4:00.04 +57.89 予選不通過
72 323 倉田　莉瑚(5) 倭小 長野 4:02.38 +1:00.23 予選不通過
73 343 山口　花夏(6) 草津小 群馬 4:02.74 +1:00.59 予選不通過
74 286 山賀　桃果(6) まつだいCSC 新潟 4:02.86 +1:00.71 予選不通過
75 317 黒岩　菜緒(6) 草津小 群馬 4:03.00 +1:00.85 予選不通過
76 321 小野塚優月(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 4:03.22 +1:01.07 予選不通過
77 389 黒岩　美羽(4) 山ノ内東小 長野 4:04.20 +1:02.05 予選不通過
78 363 小澤　咲貴(4) 飯山小 長野 4:05.79 +1:03.64 予選不通過
79 384 太田　柚月(4) 木島小 長野 4:06.28 +1:04.13 予選不通過
80 285 石井　夏葵(6) 嬬恋西部小 群馬 4:07.36 +1:05.21 予選不通過
81 376 川村　綾香(4) 野沢温泉小 長野 4:08.54 +1:06.39 予選不通過
82 388 山崎　吏桜(4) 木島平小 長野 4:12.03 +1:09.88 予選不通過
83 385 森　　彩加(5) 木島平小 長野 4:13.05 +1:10.90 予選不通過
84 372 高橋　美花(5) 川治小 新潟 4:13.94 +1:11.79 予選不通過
85 324 坂井　　結(5) まつだいCSC 新潟 4:14.55 +1:12.40 予選不通過
86 383 長岡　珠凜(5) 飯山小 長野 4:14.76 +1:12.61 予選不通過
87 392 野村　侑美(5) 川治小 新潟 4:15.57 +1:13.42 予選不通過
88 349 久保　芹乃(6) 草津小 群馬 4:19.60 +1:17.45 予選不通過
89 367 黒岩　芽生(4) 草津小 群馬 4:19.74 +1:17.59 予選不通過
90 300 月岡　麗奈(5) 飯山小 長野 4:19.91 +1:17.76 予選不通過
91 380 佐藤　芽泉(6) 山ノ内西小 長野 4:21.24 +1:19.09 予選不通過
92 378 古川　純恋(4) 妙高小 新潟 4:22.41 +1:20.26 予選不通過
93 330 樋口　莉々(5) 草津小 群馬 4:24.99 +1:22.84 予選不通過
94 362 滝澤　奈央(6) 山ノ内南小 長野 4:25.18 +1:23.03 予選不通過
95 394 山本帆乃香(4) 山ノ内東小 長野 4:26.35 +1:24.20 予選不通過
96 365 鷲澤　れい(5) 小谷小 長野 4:27.26 +1:25.11 予選不通過
97 391 小林　華乃(4) 川治小 新潟 4:28.96 +1:26.81 予選不通過
98 356 小林　紅葉(4) 科野小 長野 4:29.63 +1:27.48 予選不通過
99 386 山中　楓葉(4) 小谷小 長野 4:29.88 +1:27.73 予選不通過

100 366 常田　舞幸(4) 木島小 長野 4:35.98 +1:33.83 予選不通過
101 358 久々江雫花(5) 草津小 群馬 4:37.02 +1:34.87 予選不通過
102 332 高橋みなみ(4) 科野小 長野 4:37.32 +1:35.17 予選不通過
103 390 宮﨑　雛乃(4) 野沢温泉小 長野 4:37.43 +1:35.28 予選不通過
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Cross-country

52
公式成績表

小学４～６年女子 1.3 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 10:20 終了時間 10:55

104 396 村山愛純美(4) 川治小 新潟 4:41.20 +1:39.05 予選不通過
105 354 梅沢　陽向(4) 中郷小 新潟 4:43.70 +1:41.55 予選不通過
106 395 加藤　夏海(4) 野沢温泉小 長野 4:45.86 +1:43.71 予選不通過
107 375 大塚弓生菜(5) 草津小 群馬 4:49.02 +1:46.87 予選不通過
108 379 横川　陽菜(4) 白馬北小 長野 4:51.24 +1:49.09 予選不通過
109 373 河野　小春(4) 野沢温泉小 長野 4:55.42 +1:53.27 予選不通過
110 377 村田　夕夏(4) 草津小 群馬 4:56.68 +1:54.53 予選不通過
111 352 村山　　晏　(4) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 5:13.97 +2:11.82 予選不通過
112 359 坂井みのり(4) まつだいCSC 新潟 5:30.51 +2:28.36 予選不通過
113 393 花岡　桂名(4) 草津小 群馬 5:56.46 +2:54.31 予選不通過

281 根津　　円(6) 本郷小 長野 DS 予選不通過
303 本多　来依(6) 草津小 群馬 DS 予選不通過
306 大平　早紀(6) 飯山東小 長野 DS 予選不通過
307 髙橋　夢果(6) 木島平小 長野 DS 予選不通過
316 佐藤　実花(6) 川治小 新潟 DS 予選不通過
325 渡辺　琴葉(4) おぢやファイトクラブ 新潟 DS 予選不通過

雪温 気温
10:00  晴れ  普通 0℃ 3℃ 54％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
119 113 0 0 0 6

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 門脇　秋彦
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