
Cross-country

52
公式成績表

中学女子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:25 終了時間 14:50

 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 51 決勝 A 祖父江　凜(3) 飯山城北中 長野
2 54 決勝 A 祢津　利宝(2) 木島平中 長野
3 55 決勝 A 小林　華怜(2) 山ノ内中 長野
4 56 決勝 A 小笠原梨里(3) 飯山城北中 長野
5 64 決勝 A 田川　実侑(3) 菅平中 長野
6 69 決勝 A 岡田　果瑚(2) 妙高高原中 新潟

7 52 準決勝 山﨑　愛深(2) 山ノ内中 長野
8 58 準決勝 竹節　未羽(1) 山ノ内中 長野
9 60 準決勝 太谷　好乃(3) 白馬中 長野

10 63 準決勝 芳川　千恵(2) 木島平中 長野
11 57 準決勝 竹田　　葵(2) 妙高高原中 新潟
12 59 準決勝 久保　朋夏(2) 山ノ内中 長野

13 53 準々決勝 湯本　美桜(1) 木島平中 長野
14 65 準々決勝 笠原　芽生(3) 信濃中 長野
15 66 準々決勝 池田　結花(2) 妙高高原中 新潟
16 70 準々決勝 渡邉　なな(2) 木島平中 長野
17 61 準々決勝 飯田芽生愛(3) 飯山城南中 長野
18 68 準々決勝 松倉　后杏(2) 白馬中 長野
19 71 準々決勝 片山　　柊(1) 小谷中 長野
20 74 準々決勝 高橋くるみ(1) 飯山城北中 長野
21 62 準々決勝 今溝陽名子(2) 白馬中 長野
22 67 準々決勝 吉野　百恵(2) 妙高高原中 新潟
23 72 準々決勝 竹ノ内かりん(3) 飯山城北中 長野
24 73 準々決勝 祢津　小町(2) 木島平中 長野

25 予選 丸山　萌葉(1) 飯山城北中 長野
26 予選 市川　　和(1) 野沢温泉中 長野
27 予選 磯部　あゆ(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
28 予選 長島ちなみ(3) 山ノ内中 長野
29 予選 松岡　陽菜(2) 白馬中 長野
30 予選 松本詩季菜(1) 小谷中 長野
31 予選 月岡　樹音(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
32 予選 今別府　遥(3) 飯山城北中 長野
33 予選 丸山　菜摘(2) 飯山城北中 長野
34 予選 山崎　涼花(3) 中郷中 新潟
35 予選 清水　悠月(2) 妙高中 新潟
36 予選 丸山のぞみ(1) 妙高中 新潟
37 予選 藤ノ木愛菜(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
38 予選 津端　喜子(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
39 予選 武田　梨瑚(2) 飯山城北中 長野
40 予選 篠田　　凜(1) 野沢温泉中 長野
41 予選 岩下　実生(2) 山ノ内中 長野
42 予選 湯本　明莉(1) 木島平中 長野
43 予選 北村　杏奈(2) 小谷中 長野
44 予選 篠崎志おり(1) 白馬中 長野
45 予選 齊藤　七海(1) 中郷中 新潟
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Cross-country

52
公式成績表

中学女子 1.3 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2016/03/13 開始時間 09:25 終了時間 14:50

46 予選 神田　玲佳(1) 草津中 群馬
47 予選 桐山　結羽(1) 中郷中 新潟
48 予選 八田　萌愛(1) 大野川中 長野
49 予選 山本　理絵(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟
50 予選 吉野　菜々(1) 安塚中 新潟
51 予選 中澤　希帆(2) 大野川中 長野
52 予選 若井　美和(1) 安塚中 新潟

予選 品田　萌衣(1) 片貝中 新潟
予選 羽鳥　　妙(1) 小千谷南中 新潟
予選 丸山　詩織(2) 飯山城北中 長野

雪温 気温
09:00  晴れ  良 0℃ 2℃ 68％ 無風
12:30  曇り  普通 0℃ 5℃ 47％ 無風
13:30  曇り  不良 0℃ 5℃ 49％ 北 2m/s
14:30  晴れ  不良 0℃ 6℃ 48％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
55 52 0 0 0 3

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 門脇　秋彦
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Cross-country

52
公式成績表

中学女子 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 09:25 終了時間 09:43

 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 92 祖父江　凜(3) 飯山城北中 長野 2:42.32 0.00 予選通過
2 100 山﨑　愛深(2) 山ノ内中 長野 2:45.69 +3.37 予選通過
3 116 湯本　美桜(1) 木島平中 長野 2:46.45 +4.13 予選通過
4 101 祢津　利宝(2) 木島平中 長野 2:46.91 +4.59 予選通過
5 108 小林　華怜(2) 山ノ内中 長野 2:48.12 +5.80 予選通過
6 99 小笠原梨里(3) 飯山城北中 長野 2:51.83 +9.51 予選通過
7 120 竹田　　葵(2) 妙高高原中 新潟 2:52.85 +10.53 予選通過
8 118 竹節　未羽(1) 山ノ内中 長野 2:52.99 +10.67 予選通過
9 122 久保　朋夏(2) 山ノ内中 長野 2:53.10 +10.78 予選通過

10 103 太谷　好乃(3) 白馬中 長野 2:53.88 +11.56 予選通過
11 98 飯田芽生愛(3) 飯山城南中 長野 2:54.89 +12.57 予選通過
12 94 今溝陽名子(2) 白馬中 長野 2:55.61 +13.29 予選通過
13 95 芳川　千恵(2) 木島平中 長野 2:55.75 +13.43 予選通過
14 96 田川　実侑(3) 菅平中 長野 2:56.60 +14.28 予選通過
15 93 笠原　芽生(3) 信濃中 長野 2:56.76 +14.44 予選通過
16 131 池田　結花(2) 妙高高原中 新潟 2:58.48 +16.16 予選通過
17 140 吉野　百恵(2) 妙高高原中 新潟 2:59.83 +17.51 予選通過
18 132 松倉　后杏(2) 白馬中 長野 3:00.36 +18.04 予選通過
19 105 岡田　果瑚(2) 妙高高原中 新潟 3:00.51 +18.19 予選通過
20 134 渡邉　なな(2) 木島平中 長野 3:00.61 +18.29 予選通過
21 111 片山　　柊(1) 小谷中 長野 3:00.70 +18.38 予選通過
22 97 竹ノ内かりん(3) 飯山城北中 長野 3:00.88 +18.56 予選通過
23 117 祢津　小町(2) 木島平中 長野 3:01.09 +18.77 予選通過
24 133 高橋くるみ(1) 飯山城北中 長野 3:01.38 +19.06 予選通過
25 119 丸山　萌葉(1) 飯山城北中 長野 3:01.62 +19.30 予選不通過
26 109 市川　　和(1) 野沢温泉中 長野 3:03.57 +21.25 予選不通過
27 130 磯部　あゆ(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:04.15 +21.83 予選不通過
28 137 長島ちなみ(3) 山ノ内中 長野 3:04.59 +22.27 予選不通過
29 121 松岡　陽菜(2) 白馬中 長野 3:05.46 +23.14 予選不通過
30 129 松本詩季菜(1) 小谷中 長野 3:05.79 +23.47 予選不通過
31 107 月岡　樹音(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:06.14 +23.82 予選不通過
32 144 今別府　遥(3) 飯山城北中 長野 3:06.54 +24.22 予選不通過
33 123 丸山　菜摘(2) 飯山城北中 長野 3:07.86 +25.54 予選不通過
34 102 山崎　涼花(3) 中郷中 新潟 3:08.03 +25.71 予選不通過
35 128 清水　悠月(2) 妙高中 新潟 3:08.14 +25.82 予選不通過
36 114 丸山のぞみ(1) 妙高中 新潟 3:10.62 +28.30 予選不通過
37 139 藤ノ木愛菜(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:11.78 +29.46 予選不通過
38 112 津端　喜子(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:14.81 +32.49 予選不通過
39 146 武田　梨瑚(2) 飯山城北中 長野 3:15.54 +33.22 予選不通過
40 126 篠田　　凜(1) 野沢温泉中 長野 3:15.56 +33.24 予選不通過
41 141 岩下　実生(2) 山ノ内中 長野 3:16.09 +33.77 予選不通過
42 142 湯本　明莉(1) 木島平中 長野 3:16.67 +34.35 予選不通過
43 135 北村　杏奈(2) 小谷中 長野 3:19.62 +37.30 予選不通過
44 143 篠崎志おり(1) 白馬中 長野 3:19.84 +37.52 予選不通過
45 138 齊藤　七海(1) 中郷中 新潟 3:20.66 +38.34 予選不通過
46 110 神田　玲佳(1) 草津中 群馬 3:22.91 +40.59 予選不通過
47 125 桐山　結羽(1) 中郷中 新潟 3:23.51 +41.19 予選不通過
48 106 八田　萌愛(1) 大野川中 長野 3:23.92 +41.60 予選不通過

Data processing by SEIKO Print Date: Sun 13 Mar 2016  Print Time: 09:55 Page: 1/2

ジュリー コース データ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
ﾀｲﾑ

時間差



Cross-country

52
公式成績表

中学女子 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 09:25 終了時間 09:43

49 145 山本　理絵(2) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 新潟 3:29.83 +47.51 予選不通過
50 115 吉野　菜々(1) 安塚中 新潟 3:30.25 +47.93 予選不通過
51 127 中澤　希帆(2) 大野川中 長野 3:33.42 +51.10 予選不通過
52 124 若井　美和(1) 安塚中 新潟 3:36.15 +53.83 予選不通過

104 品田　萌衣(1) 片貝中 新潟 DS 予選不通過
113 羽鳥　　妙(1) 小千谷南中 新潟 DS 予選不通過
136 丸山　詩織(2) 飯山城北中 長野 DS 予選不通過

雪温 気温
09:00  晴れ  良 0℃ 2℃ 68％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
55 52 0 0 0 3

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 門脇　秋彦
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