
長野県スキー連盟公認

第 44回野沢温泉少年スキー大会

《北信地域のスポーツの里つくり事業が、この大会をサポートしています。》

CC
公式成績表

中学生女子 フリー スプリント

長野／野沢温泉 2008/03/16 開始時間 10:00 終了時間 14:18

 技術代表 徳竹　虎男 SAN  コース名 南原クロスカントリーコース

 競技長 市川　　昭 野沢  極限登高標高差 １０．１ｍ

 合計登高 １７．０ｍ

 全長 １ｋｍ

 周回数 １

1 101 決勝 A 市川　若奈 野沢温泉中３ 長野
2 102 決勝 A 栗林　円ら 飯山第三中３ 長野
3 105 決勝 A 山口奈保子 白峰中　　３ 石川
4 103 決勝 A 栗田　　茜 飯山第一中２ 長野
5 108 決勝 A 小林　明穂 飯山第二中２ 長野
6 106 決勝 A 阿部　杏子 飯山第二中１ 長野

7 114 準決勝 市村　晴菜 飯山第三中１ 長野
8 120 準決勝 芳澤　　茜 白馬中　　１ 長野
9 107 準決勝 西谷　風香 木島平中　３ 長野

10 109 準決勝 轟　しおり 木島平中　２ 長野
11 110 準決勝 丸山　咲瑛 飯山第二中３ 長野
12 112 準決勝 市村　芹菜 飯山第三中１ 長野

13 111 準々決勝 坂口世玲奈 山ノ内中　２ 長野
14 113 準々決勝 市川　絵奈 草津中　　３ 群馬
15 117 準々決勝 重田　結歌 草津中　　１ 群馬
16 118 準々決勝 黒岩みゆき 草津中　　２ 群馬
17 104 準々決勝 髙木　毬衣 木島平中　２ 長野
18 115 準々決勝 田中　奈央 白馬中　　２ 長野
19 116 準々決勝 湯本絵里加 木島平中　２ 長野
20 119 準々決勝 栗林　和ら 飯山第三中１ 長野
21 121 準々決勝 山崎　綾美 野沢温泉中２ 長野
22 122 準々決勝 宮下　亜紀 尾口中　　３ 石川
23 123 準々決勝 清水　直子 菅平中　　１ 長野
24 124 準々決勝 斉藤　未帆 栄中　　　２ 長野

25 予選 河野　玲菜 野沢温泉中２ 長野
26 予選 松山なつみ 山ノ内中　３ 長野
27 予選 田中　梨穂 白馬中　　２ 長野
28 予選 川崎　萌美 木島平中　１ 長野
29 予選 常盤井あさひ 飯山第三中３ 長野
30 予選 望月　麻衣 山ノ内中　３ 長野
31 予選 渡辺　優菜 山ノ内中　３ 長野
32 予選 湯本　美咲 山ノ内中　３ 長野
33 予選 山崎 美優 菅平中　　１ 長野
34 予選 篠崎　有沙 信濃中　　３ 長野
35 予選 宮﨑　香帆 草津中　　１ 群馬
36 予選 近藤　沙紀 飯山第二中１ 長野

予選 半藤　成実 飯山第二中２ 長野
予選 木田真美子 信濃中　　１ 長野
予選 松沢　志穂 白馬中　　３ 長野
予選 松村奈々美 野沢温泉中３ 長野
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雪温 気温
10:00  晴れ  良 0℃ 10.1℃ 43％ 無風
14:00  晴れ  不良 0℃ 12.5℃ 34％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
40 36 0 0 4 0

技術代表 セクレタリー

徳竹　虎男 鈴木　幸弘
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風向 / 風速

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度


