
公式成績表

５・６年女子 3.0 km クラシカル 

栂池高原 - 長野県 2023/02/26 開始時間 10:05 終了時間 10:29

 技術代表 木内 智章 SAN  コース名 前山クロスカントリーコース 

 技術代表アシスタント 関 芳明 OSK  標高差 28m 

 競技委員長 鷲澤 善和 OSK  極限登高標高差 14m 

 合計登高 95m 

 全長 3.0Km 

 周回数 1 

 公認番号 SAJ05-CC-33/97 

1 123 田中 希果 常盤小学校 長野 11:08.1 0.0
2 124 金井 凰世 山ノ内西小学校 長野 11:19.7 +11.6
3 134 池田 峯由 信濃町クロスカントリース 長野 11:52.6 +44.5
4 133 山本 環恵 白馬北小学校 長野 11:53.8 +45.7
5 125 鷲野 ゆりあ 飯山小学校 長野 12:10.0 +1:01.9
6 128 竹節 舞優 山ノ内東小学校 長野 12:13.0 +1:04.9
7 117 山田 柚野 白馬北小学校 長野 12:14.5 +1:06.4
8 126 富井 瑠菜 野沢温泉小学校 長野 12:33.8 +1:25.7
9 130 池田 花恋 菅平小学校 長野 12:45.1 +1:37.0

10 129 松澤 怜愛 泉台小学校 長野 12:51.7 +1:43.6
11 132 江口 凜果 高社小スキークラブ 長野 12:54.2 +1:46.1
12 121 富井 美裕 野沢温泉小学校 長野 12:56.1 +1:48.0
13 120 川口 眞 泉台小学校 長野 12:56.6 +1:48.5
14 136 宮﨑 春佳 山ノ内南小学校 長野 13:33.4 +2:25.3
15 118 古幡 虹 山ノ内南小学校 長野 14:07.9 +2:59.8
16 131 川久保 莉美 戸狩小学校 長野 14:29.1 +3:21.0
17 114 山田 優羅 飯山小学校 長野 14:36.6 +3:28.5
18 135 本山 彩葉 木島平小学校 長野 14:46.0 +3:37.9
19 122 片山 凛星 信濃町クロスカントリース 長野 14:46.8 +3:38.7
20 127 中村 雪華 木島小学校 長野 15:06.5 +3:58.4
21 113 田川 七芭 山ノ内南小学校 長野 15:09.4 +4:01.3
22 119 横林 花音 菅平小学校 長野 15:38.8 +4:30.7
23 115 稲垣 沙那 白馬北小学校 長野 15:59.5 +4:51.4
24 112 笹岡 晴 野沢温泉小学校 長野 16:16.6 +5:08.5

111 森 宝美 野沢温泉小学校 長野 DNS
116 千坂 芽良 飯山小学校 長野 DNS

雪温 気温
10:00  雪  ソフト -2℃ -1℃ 北 2m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS
26 24 0 0 2 0

技術代表 セクレタリー

木内 智章 佐藤 孝行
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時刻 天候 雪質
温度

風向 / 風速

参加者

ジュリー コース データ

順位 Bib
SAJ

コード
名前 所属名 都道府県
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時間差


