
Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４～６年女子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 10:35 終了時間 11:11

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 南原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 １８ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 153 山﨑　優風(6) 山ノ内西小 4:06.81 0.00 予選通過
2 181 山本　真優(6) 山ノ内東小 4:06.95 +0.14 予選通過
3 168 山中　夢華(6) 木島小 4:21.92 +15.11 予選通過
4 160 桜井このみ(6) 山ノ内南小 4:23.63 +16.82 予選通過
5 152 藤塚　美礼(4) 片貝小 4:23.86 +17.05 予選通過
6 154 小林百々果(6) 山ノ内東小 4:25.43 +18.62 予選通過
7 155 髙橋　莉織(6) 白馬南小 4:25.60 +18.79 予選通過
8 157 湯本　彩羽(6) 木島平小 4:28.65 +21.84 予選通過
9 226 山本　風花(6) 白馬南小 4:29.14 +22.33 予選通過

10 159 森　かのん(5) 野沢温泉小 4:29.92 +23.11 予選通過
11 200 青木　佑月(6) 山ノ内西小 4:30.76 +23.95 予選通過
12 207 竹節　優菜(6) 山ノ内東小 4:32.12 +25.31 予選通過
13 192 水野　夏楓(5) 白馬南小 4:32.13 +25.32 予選通過
14 184 湯本　美月(6) 木島平小 4:32.69 +25.88 予選通過
15 190 倉田　乃綾(5) 山ノ内南小 4:33.54 +26.73 予選通過
16 166 黒岩　芽生(5) 草津小 4:33.77 +26.96 予選通過
17 167 和田　鈴帆(6) おぢやファイトクラブ 4:35.58 +28.77 予選通過
18 244 アダムソン寧音(5) 白馬南小 4:35.80 +28.99 予選通過
19 170 牧田　鈴葉(4) まつだいCSC 4:43.64 +36.83 予選通過
20 208 佐藤　　遥(6) 木島平小 4:45.71 +38.90 予選通過
21 197 鈴木　蒼衣(6) 野沢温泉小 4:46.90 +40.09 予選通過
22 164 原　　彩夏(6) 白馬北小 4:47.77 +40.96 予選通過
23 239 山中瑛玲七(4) 木島小 4:48.69 +41.88 予選通過
24 223 竹節　来星(6) 山ノ内東小 4:50.06 +43.25 予選通過
25 182 野中　美南(6) 野沢温泉小 4:51.03 +44.22 予選不通過
26 180 髙井　千里(6) 飯山東小 4:51.69 +44.88 予選不通過
27 176 小林　愛莉(6) 信濃小中 4:51.85 +45.04 予選不通過
28 206 江口　萌香(6) 戸狩小 4:52.03 +45.22 予選不通過
29 163 丸山　結衣(6) 泉台小 4:52.67 +45.86 予選不通過
30 158 渡辺　莉那(5) 牧ＸＣ 4:55.27 +48.46 予選不通過
31 218 松沢　　意(4) 白馬北小 4:55.38 +48.57 予選不通過
32 196 小坂　璃彩(5) 飯山東小 4:56.48 +49.67 予選不通過
33 211 川村　綾香(5) 野沢温泉小 4:57.66 +50.85 予選不通過
34 230 小林　華蓮(6) 戸狩小 4:57.78 +50.97 予選不通過
35 238 黒岩　美羽(5) 山ノ内東小 4:58.57 +51.76 予選不通過
36 186 佐藤　笑瑠(5) 木島小 4:59.83 +53.02 予選不通過
37 165 小林　鈴々(5) 科野小 5:00.95 +54.14 予選不通過
38 216 髙橋　実楽(4) 木島平小 5:00.96 +54.15 予選不通過
39 177 石木田　彩(4) 小谷小 5:01.19 +54.38 予選不通過
40 209 久々江雫花(6) 草津小 5:05.73 +58.92 予選不通過
41 188 丸山　晴香(6) 白馬北小 5:06.12 +59.31 予選不通過
42 156 高橋幸由実(4) 飯山小 5:07.54 +1:00.73 予選不通過
43 237 村田　夕夏(5) 草津小 5:07.60 +1:00.79 予選不通過
44 162 川久保佳穂(6) 妙高高原北小 5:08.05 +1:01.24 予選不通過
45 193 小林　紅葉(5) 科野小 5:08.48 +1:01.67 予選不通過
46 217 大塚弓生菜(6) 草津小 5:08.78 +1:01.97 予選不通過
47 174 竹内　未衣(6) 中郷小 5:09.89 +1:03.08 予選不通過
48 212 太田　柚月(5) 木島小 5:10.08 +1:03.27 予選不通過
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４～６年女子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 10:35 終了時間 11:11

49 189 山田　捺葵(5) 長丘小 5:11.48 +1:04.67 予選不通過
50 161 中島ひな子(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 5:11.98 +1:05.17 予選不通過

=51 183 樋口　莉々(6) 草津小 5:13.14 +1:06.33 予選不通過
=51 242 森　　彩加(6) 木島平小 5:13.14 +1:06.33 予選不通過

53 235 鷲澤　れい(6) 小谷小 5:13.16 +1:06.35 予選不通過
54 202 倉田　莉瑚(6) 倭小 5:14.18 +1:07.37 予選不通過
55 247 花岡　桂名(5) 草津小 5:15.73 +1:08.92 予選不通過
56 203 石川希和子(4) 小谷小 5:16.13 +1:09.32 予選不通過
57 213 滝沢　夏海(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 5:17.93 +1:11.12 予選不通過
58 232 池田　陽菜(4) 山ノ内南小 5:18.57 +1:11.76 予選不通過
59 210 横川　陽菜(5) 白馬北小 5:20.16 +1:13.35 予選不通過
60 173 山田　柚葵(6) 長丘小 5:20.86 +1:14.05 予選不通過
61 187 丸山　　華(6) 中郷小 5:21.09 +1:14.28 予選不通過
62 201 渡辺　琴葉(5) おぢやファイトクラブ 5:25.09 +1:18.28 予選不通過
63 249 湯本　美園(4) 木島平小 5:25.39 +1:18.58 予選不通過
64 214 中田穂乃香(6) 中郷小 5:26.27 +1:19.46 予選不通過
65 198 小林　梨花(4) 飯山小 5:26.31 +1:19.50 予選不通過
66 172 古川　純恋(5) 妙高小 5:26.65 +1:19.84 予選不通過
67 240 鈴木　未羽(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 5:27.21 +1:20.40 予選不通過
68 221 野中　菜南(4) 野沢温泉小 5:27.35 +1:20.54 予選不通過
69 256 山本帆乃香(5) 山ノ内東小 5:28.70 +1:21.89 予選不通過
70 194 近藤きよら(4) 牧ＸＣ 5:29.35 +1:22.54 予選不通過
71 220 宮﨑　蕗子(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 5:29.90 +1:23.09 予選不通過
72 191 池田　愛衣(5) 妙高高原北小 5:30.20 +1:23.39 予選不通過
73 246 佐藤みずき(4) 白馬北小 5:31.31 +1:24.50 予選不通過
74 224 河野　小春(5) 野沢温泉小 5:31.80 +1:24.99 予選不通過
75 199 坂井　　結(6) まつだいCSC 5:35.46 +1:28.65 予選不通過
76 171 山本　果歩(6) 倭小 5:37.34 +1:30.53 予選不通過
77 195 松澤　実夢(4) 泉台小 5:38.12 +1:31.31 予選不通過
78 179 山本あかね(6) 矢代ＪＳＣ 5:39.86 +1:33.05 予選不通過
79 245 松村梨央奈(4) 野沢温泉小 5:41.84 +1:35.03 予選不通過
80 205 田村　めい(4) 南魚沼ＪＲＣ 5:42.11 +1:35.30 予選不通過
81 265 田中　郁葉(4) 白馬北小 5:48.65 +1:41.84 予選不通過
82 225 小島　弥星(4) 矢代ＪＳＣ 5:49.92 +1:43.11 予選不通過
83 243 加藤　夏海(5) 野沢温泉小 5:50.85 +1:44.04 予選不通過
84 227 高橋みなみ(5) 科野小 5:51.07 +1:44.26 予選不通過
85 229 滝澤　柊衣(5) 妙高高原北小 5:56.19 +1:49.38 予選不通過
86 252 関　さくら(5) 戸狩小 5:56.79 +1:49.98 予選不通過
87 253 荻原　那優(4) 野沢温泉小 5:57.06 +1:50.25 予選不通過
88 262 松村　聖羅(4) 野沢温泉小 5:57.36 +1:50.55 予選不通過
89 178 井口　　栞(6) 南魚沼ＪＲＣ 5:58.18 +1:51.37 予選不通過
90 185 滝沢　来実(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 6:00.27 +1:53.46 予選不通過
91 215 宮﨑　雛乃(5) 野沢温泉小 6:00.56 +1:53.75 予選不通過
92 169 中澤　萌心(6) 六日市小 6:02.18 +1:55.37 予選不通過
93 255 丸山　莉那(4) 中郷小 6:05.23 +1:58.42 予選不通過
94 259 小林　真緒(4) 白馬北小 6:09.59 +2:02.78 予選不通過
95 266 仲田　遥奈(4) 野沢温泉小 6:12.70 +2:05.89 予選不通過
96 204 松﨑　光優(4) 矢代ＪＳＣ 6:13.53 +2:06.72 予選不通過
97 251 宮﨑　　宝(4) 飯山東小 6:14.22 +2:07.41 予選不通過
98 228 藤田　菜緒(4) 飯山東小 6:16.35 +2:09.54 予選不通過
99 254 矢口　美優(4) 小谷小 6:17.93 +2:11.12 予選不通過

100 222 常田　舞幸(5) 木島小 6:18.77 +2:11.96 予選不通過
101 248 村山　　晏(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 6:20.32 +2:13.51 予選不通過
102 258 滝沢　栞奈(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 6:23.07 +2:16.26 予選不通過
103 250 坂井みのり(5) まつだいCSC 6:29.61 +2:22.80 予選不通過
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４～６年女子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 10:35 終了時間 11:11

104 231 山賀　陽菜美(5) まつだいCSC 6:31.60 +2:24.79 予選不通過
105 219 岡田　希美(5) 中郷小 6:31.93 +2:25.12 予選不通過
106 261 山﨑　　凛(4) 木島平小 6:41.44 +2:34.63 予選不通過
107 264 富井　千聖(4) 野沢温泉小 6:47.20 +2:40.39 予選不通過
108 233 栁川　　凛(4) 牧ＸＣ 6:47.68 +2:40.87 予選不通過
109 263 山本　結衣(5) 木島平小 7:02.20 +2:55.39 予選不通過
110 234 町井　希帆(4) 泉台小 7:30.42 +3:23.61 予選不通過
111 241 梅沢　陽向(5) 中郷小 7:35.07 +3:28.26 予選不通過

175 川久保涼美(6) 戸狩小 DS 予選不通過
236 橋本　夏凛(4) 白馬北小 DS 予選不通過
257 伊東　真千(4) 木島小 DS 予選不通過
260 鈴木　　華(6) 草津小 DS 予選不通過

雪温 気温
10:30  曇り  普通 0℃ 10℃ 45％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
115 111 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 佐藤　金二
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４－６年女子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 10:35 終了時間 15:28

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 南原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 １８ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 102 決勝 A 山本　真優(6) 山ノ内東小
2 101 決勝 A 山﨑　優風(6) 山ノ内西小
3 111 決勝 A 青木　佑月(6) 山ノ内西小
4 112 決勝 A 竹節　優菜(6) 山ノ内東小
5 107 決勝 A 髙橋　莉織(6) 白馬南小
6 109 決勝 A 山本　風花(6) 白馬南小

7 103 準決勝 山中　夢華(6) 木島小
8 105 準決勝 藤塚　美礼(4) 片貝小
9 106 準決勝 小林百々果(6) 山ノ内東小

10 108 準決勝 湯本　彩羽(6) 木島平小
11 104 準決勝 桜井このみ(6) 山ノ内南小
12 110 準決勝 森　かのん(5) 野沢温泉小

13 114 準々決勝 湯本　美月(6) 木島平小
14 115 準々決勝 倉田　乃綾(5) 山ノ内南小
15 117 準々決勝 和田　鈴帆(6) おぢやファイトクラブ
16 121 準々決勝 鈴木　蒼衣(6) 野沢温泉小
17 113 準々決勝 水野　夏楓(5) 白馬南小
18 119 準々決勝 牧田　鈴葉(4) まつだいCSC
19 123 準々決勝 山中瑛玲七(4) 木島小
20 124 準々決勝 竹節　来星(6) 山ノ内東小
21 116 準々決勝 黒岩　芽生(5) 草津小
22 118 準々決勝 アダムソン寧音(5) 白馬南小
23 120 準々決勝 佐藤　　遥(6) 木島平小
24 122 準々決勝 原　　彩夏(6) 白馬北小

25 予選 野中　美南(6) 野沢温泉小
26 予選 髙井　千里(6) 飯山東小
27 予選 小林　愛莉(6) 信濃小中
28 予選 江口　萌香(6) 戸狩小
29 予選 丸山　結衣(6) 泉台小
30 予選 渡辺　莉那(5) 牧ＸＣ
31 予選 松沢　　意(4) 白馬北小
32 予選 小坂　璃彩(5) 飯山東小
33 予選 川村　綾香(5) 野沢温泉小
34 予選 小林　華蓮(6) 戸狩小
35 予選 黒岩　美羽(5) 山ノ内東小
36 予選 佐藤　笑瑠(5) 木島小
37 予選 小林　鈴々(5) 科野小
38 予選 髙橋　実楽(4) 木島平小
39 予選 石木田　彩(4) 小谷小
40 予選 久々江雫花(6) 草津小
41 予選 丸山　晴香(6) 白馬北小
42 予選 高橋幸由実(4) 飯山小
43 予選 村田　夕夏(5) 草津小
44 予選 川久保佳穂(6) 妙高高原北小
45 予選 小林　紅葉(5) 科野小
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４－６年女子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 10:35 終了時間 15:28

46 予選 大塚弓生菜(6) 草津小
47 予選 竹内　未衣(6) 中郷小
48 予選 太田　柚月(5) 木島小
49 予選 山田　捺葵(5) 長丘小
50 予選 中島ひな子(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ

=51 予選 樋口　莉々(6) 草津小
=51 予選 森　　彩加(6) 木島平小

53 予選 鷲澤　れい(6) 小谷小
54 予選 倉田　莉瑚(6) 倭小
55 予選 花岡　桂名(5) 草津小
56 予選 石川希和子(4) 小谷小
57 予選 滝沢　夏海(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
58 予選 池田　陽菜(4) 山ノ内南小
59 予選 横川　陽菜(5) 白馬北小
60 予選 山田　柚葵(6) 長丘小
61 予選 丸山　　華(6) 中郷小
62 予選 渡辺　琴葉(5) おぢやファイトクラブ
63 予選 湯本　美園(4) 木島平小
64 予選 中田穂乃香(6) 中郷小
65 予選 小林　梨花(4) 飯山小
66 予選 古川　純恋(5) 妙高小
67 予選 鈴木　未羽(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
68 予選 野中　菜南(4) 野沢温泉小
69 予選 山本帆乃香(5) 山ノ内東小
70 予選 近藤きよら(4) 牧ＸＣ
71 予選 宮﨑　蕗子(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
72 予選 池田　愛衣(5) 妙高高原北小
73 予選 佐藤みずき(4) 白馬北小
74 予選 河野　小春(5) 野沢温泉小
75 予選 坂井　　結(6) まつだいCSC
76 予選 山本　果歩(6) 倭小
77 予選 松澤　実夢(4) 泉台小
78 予選 山本あかね(6) 矢代ＪＳＣ
79 予選 松村梨央奈(4) 野沢温泉小
80 予選 田村　めい(4) 南魚沼ＪＲＣ
81 予選 田中　郁葉(4) 白馬北小
82 予選 小島　弥星(4) 矢代ＪＳＣ
83 予選 加藤　夏海(5) 野沢温泉小
84 予選 高橋みなみ(5) 科野小
85 予選 滝澤　柊衣(5) 妙高高原北小
86 予選 関　さくら(5) 戸狩小
87 予選 荻原　那優(4) 野沢温泉小
88 予選 松村　聖羅(4) 野沢温泉小
89 予選 井口　　栞(6) 南魚沼ＪＲＣ
90 予選 滝沢　来実(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
91 予選 宮﨑　雛乃(5) 野沢温泉小
92 予選 中澤　萌心(6) 六日市小
93 予選 丸山　莉那(4) 中郷小
94 予選 小林　真緒(4) 白馬北小
95 予選 仲田　遥奈(4) 野沢温泉小
96 予選 松﨑　光優(4) 矢代ＪＳＣ
97 予選 宮﨑　　宝(4) 飯山東小
98 予選 藤田　菜緒(4) 飯山東小
99 予選 矢口　美優(4) 小谷小

100 予選 常田　舞幸(5) 木島小
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４－６年女子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 10:35 終了時間 15:28

101 予選 村山　　晏(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
102 予選 滝沢　栞奈(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
103 予選 坂井みのり(5) まつだいCSC
104 予選 山賀　陽菜美(5) まつだいCSC
105 予選 岡田　希美(5) 中郷小
106 予選 山﨑　　凛(4) 木島平小
107 予選 富井　千聖(4) 野沢温泉小
108 予選 栁川　　凛(4) 牧ＸＣ
109 予選 山本　結衣(5) 木島平小
110 予選 町井　希帆(4) 泉台小
111 予選 梅沢　陽向(5) 中郷小

予選 川久保涼美(6) 戸狩小
予選 橋本　夏凛(4) 白馬北小
予選 伊東　真千(4) 木島小
予選 鈴木　　華(6) 草津小

雪温 気温
10:30  曇り  普通 0℃ 10℃ 45％ 無風
13:00  曇り  不良 0℃ 13℃ 39％ 無風
14:00  曇り  不良 0℃ 11℃ 40％ 北 3m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
115 111 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 佐藤　金二
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