
公式成績表

小学生女子５・６年 3.0 km クラシカル
白馬岩岳 - 長野県 2013/01/27 開始時間 11:40 終了時間 12:15

 技術代表 鷲澤　善和 SAN  コース名 岩岳ラビランコース

 アシスタント技術代表 和田　光三 SAN  標高差 65m 
 競技委員長 中村　堅 HSC  極限登高標高差 36m 

 合計登高 106m 
 全長 3km 
 周回数 1 

1 182 祢津 利宝 木島平小学校 長野 13:11.1 0.0
2 186 大谷 好乃 白馬北小学校 長野 13:12.1 +1.0
3 167 松倉 后杏 白馬北小学校 長野 13:13.2 +2.1
4 190 笠原 ひな 山ノ内東小学校 長野 13:48.1 +37.0
5 164 渡邉 なな 木島平小学校 長野 13:50.5 +39.4
6 191 堀米 彩花 山ノ内西小学校 長野 14:00.9 +49.8
7 184 祖父江 凛 戸狩小学校 長野 14:01.9 +50.8
8 156 今溝 陽名子 白馬北小学校 長野 14:06.0 +54.9
9 170 山﨑 愛深 山ノ内西小学校 長野 14:07.9 +56.8

10 193 笠原 芽生 信濃小学校 長野 14:20.0 +1:08.9
11 199 長島 ちなみ 山ノ内東小学校 長野 14:25.3 +1:14.2
12 169 池田 茉以 山ノ内北小学校 長野 14:47.7 +1:36.6
13 171 久保 朋夏 山ノ内東小学校 長野 14:55.9 +1:44.8
14 183 田川 実侑 菅平小学校 長野 14:57.6 +1:46.5
15 158 水澤 かな子 信濃小学校 長野 15:02.8 +1:51.7
16 178 岩本 千咲 山ノ内東小学校 長野 15:08.8 +1:57.7
17 165 小笠原 梨里 戸狩小学校 長野 15:09.3 +1:58.2
18 173 和田 樹 信濃小学校 長野 15:12.5 +2:01.4
19 197 竹ノ内 かりん 泉台小学校 長野 15:14.8 +2:03.7
20 189 山﨑 優華 山ノ内北小学校 長野 15:20.6 +2:09.5
21 194 吉越 美咲 飯山常盤小学校 長野 15:25.1 +2:14.0
22 153 祢津 小町 木島平小学校 長野 15:38.3 +2:27.2
23 172 久保田 季里 山ノ内南小学校 長野 15:40.3 +2:29.2
24 161 小林 華怜 山ノ内東小学校 長野 15:40.6 +2:29.5
25 195 市川 日奈子 科野小学校 長野 15:48.3 +2:37.2
26 198 吉澤 未久 小谷小学校 長野 16:06.2 +2:55.1
27 192 鈴木 彩夏 山ノ内南小学校 長野 16:07.7 +2:56.6
28 176 田中 麗美 飯山木島小学校 長野 16:09.9 +2:58.8
29 146 芳川 千恵 木島平小学校 長野 16:13.9 +3:02.8
30 180 今別府 遥 泉台小学校 長野 16:17.7 +3:06.6
31 162 丸山 詩織 泉台小学校 長野 16:18.1 +3:07.0
32 181 相沢　 梨 小谷小学校 長野 16:19.2 +3:08.1
33 149 平井 日向 信濃小学校 長野 16:21.0 +3:09.9
34 150 岩下 実生 山ノ内東小学校 長野 16:24.0 +3:12.9
35 148 松岡 陽菜 白馬北小学校 長野 16:28.0 +3:16.9
36 187 長澤 希 白馬南小学校 長野 16:28.4 +3:17.3
37 174 倉科 和郁 飯山常盤小学校 長野 16:34.9 +3:23.8
38 157 山本 茉那 山ノ内東小学校 長野 16:39.9 +3:28.8
39 168 鎌倉 美優 白馬南小学校 長野 16:40.5 +3:29.4
40 196 八井澤 佑菜 飯山木島小学校 長野 16:45.9 +3:34.8
41 179 飯田 芽生愛 飯山小学校 長野 16:48.7 +3:37.6
42 163 澤渡 結稀 小谷小学校 長野 16:51.9 +3:40.8
43 188 小林 真夕 倭小学校 長野 17:06.0 +3:54.9
44 152 北村 杏奈 小谷小学校 長野 17:10.5 +3:59.4
45 151 丸山 菜摘 泉台小学校 長野 17:19.3 +4:08.2
46 175 清水 捺央 科野小学校 長野 17:23.0 +4:11.9
47 147 江口 樺南 戸狩小学校 長野 17:44.5 +4:33.4
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48 143 舩橋 音羽 山ノ内東小学校 長野 17:59.4 +4:48.3
49 159 井出 歩花 飯山常盤小学校 長野 18:26.7 +5:15.6
50 145 府川 ほたか 小谷小学校 長野 18:42.6 +5:31.5
51 160 池田 風香 科野小学校 長野 19:02.2 +5:51.1
52 144 武田 梨湖 泉台小学校 長野 20:40.0 +7:28.9

154 小林 未奈 戸狩小学校 長野 DS
155 池田 愛菜 野沢温泉小学校 長野 DS
166 安永 桜子 野沢温泉小学校 長野 DS
177 栗岩 春香 泉台小学校 長野 DS
185 齋藤 千悠里 野沢温泉小学校 長野 DS

雪温 気温
11:30  曇り  Soft -3.5℃ 1.2℃ 北北東 1.5m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS
57 52 0 0 5

技術代表 セクレタリー

鷲澤　善和 松澤　宏和
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風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質
温度

所属名 都道府県
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時間差順位 Bib SAJ
コード

名前


