
公式成績表

小学女子 フリー 2.5 km

名寄市/北海道 2019/03/16 開始時間 10:00 終了時間 10:26

 技術代表 山本　専一 SAJ  コース名 (Name): なよろ健康の森クロスカントリーコース

 アシスタント技術代表 江川　聡 SAJ  コース公認No - 

 競技委員長 髙橋　浩一 SAN  標高差 (HD): 47 m 

 極限登高 (MC): 40 m 

 合計登高 (TC): 55 m 

 全長 2.5 km 

 周回数 1 

1 310 藤塚 美礼(6) 片貝小学校 新潟 7:03.8 0.0

2 319 松沢 意(6) 白馬北小学校 長野 7:11.9 +8.1

3 318 髙橋 実楽(6) 木島平小学校 長野 7:17.1 +13.3

4 311 篠島 渚紗(6) 伊の沢XC少年団 北海道 7:20.8 +17.0

5 306 宮崎 真衣(6) 美幌XC少年団 北海道 7:27.0 +23.2

6 308 早川 琴菜(6) 旭川東光･豊岡XC 北海道 7:28.0 +24.2

7 329 山本 萌華(5) 木島小学校 長野 7:32.8 +29.0

8 302 小上 千空(6) 京極小学校 北海道 7:43.3 +39.5

9 316 門脇 愛莉(5) 赤井川XC少年団 北海道 7:48.9 +45.1

10 353 高橋 陽和(5) 白馬南小学校 長野 7:49.9 +46.1

11 335 髙橋 幸由実(6) 飯山小学校 長野 7:54.5 +50.7

12 331 今関 風子(5) 喜茂別小学校 北海道 7:55.5 +51.7

13 345 湯本 美園(6) 木島平小学校 長野 7:56.9 +53.1

14 312 髙橋 美空(6) 十日町小学校 新潟 8:04.3 +1:00.5

15 346 嶋田 茉央(6) 扇田小学校 秋田 8:04.4 +1:00.6

=16 309 大堰 喜代(5) 沢内小学校 岩手 8:07.1 +1:03.3

=16 333 桐山 日向(6) 美幌XC少年団 北海道 8:07.1 +1:03.3

18 330 阿部 和夏(6) 十日町小学校 新潟 8:07.7 +1:03.9

19 304 石田 葵(5) 扇田小学校 秋田 8:09.6 +1:05.8

20 303 吉田 結菜(6) 有浦小学校 秋田 8:11.6 +1:07.8

21 321 澤田 大芽(5) 小坂小学校 秋田 8:16.0 +1:12.2

22 338 上野 朝香(6) 伊の沢XC少年団 北海道 8:16.1 +1:12.3

23 334 堀 陽央里(6) 伊の沢XC少年団 北海道 8:17.0 +1:13.2

24 313 真正 綸(5) 小見小ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 富山 8:17.7 +1:13.9

25 326 畠山 絢香(5) 八幡平小学校 秋田 8:24.1 +1:20.3

26 301 渡邊 ももゑ(6) 大鰐小学校 青森 8:25.2 +1:21.4

27 340 牧野 乃愛(5) ﾆｾｺXC少年団 北海道 8:26.3 +1:22.5

28 341 佐々木 里桜(6) 大鰐小学校 青森 8:26.5 +1:22.7

29 337 外崎 優芽(5) 大鰐小学校 青森 8:27.6 +1:23.8

30 317 菅野 真桜(5) 尾花沢ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少山形 8:27.8 +1:24.0

31 357 岩佐 夏葵(5) 札幌市立緑丘小学校 北海道 8:29.8 +1:26.0

32 343 小池 柚芭(5) 鷹栖北野XC 北海道 8:32.3 +1:28.5

33 314 中川 紗来(6) 城端AXC少年団 富山 8:43.1 +1:39.3

34 305 永井 夏喜(5) 白峰小学校 石川 8:43.3 +1:39.5

35 351 阿部 柑菜(5) 川治小学校 新潟 8:43.7 +1:39.9

36 325 高橋 佳歩(5) 川治小学校 新潟 8:44.2 +1:40.4

37 347 太田 梓彩桜(5) 伊の沢XC少年団 北海道 8:44.3 +1:40.5

38 315 新田 芽生(6) 白嶺小学校 石川 8:46.9 +1:43.1

39 354 衛藤 沙弥(5) 鷹栖北野XC 北海道 8:51.1 +1:47.3

40 349 松澤 柚葵(5) 川治小学校 新潟 8:55.9 +1:52.1

41 327 山﨑 彩羽(6) 城端AXC少年団 富山 8:56.8 +1:53.0

42 332 髙橋 桃華(5) 野辺地ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 青森 8:58.2 +1:54.4

43 350 黒澤 璃恋(5) 花輪北小学校 秋田 8:59.9 +1:56.1

44 323 佐々木 優(5) 真狩村XC少年団 北海道 9:00.6 +1:56.8

45 324 堀江 花音(5) 尾花沢ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少山形 9:08.1 +2:04.3

46 307 杉山 凜菜(6) 野辺地ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 青森 9:09.2 +2:05.4
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公式成績表

小学女子 フリー 2.5 km

名寄市/北海道 2019/03/16 開始時間 10:00 終了時間 10:26

47 328 堀川 ひかり(5) 城端AXC少年団 富山 9:14.3 +2:10.5

48 344 山本 蓮(5) 白嶺小学校 石川 9:18.1 +2:14.3

49 320 安部 花穏(5) 猪苗代緑小学校 福島 9:19.5 +2:15.7

50 342 加藤 優那(6) 京極小学校 北海道 9:22.2 +2:18.4

51 339 牧野 香凛(6) 名寄XC少年団 北海道 9:24.8 +2:21.0

52 359 山本 真優(5) 神居XC 北海道 9:35.7 +2:31.9

53 322 辻 愛心(6) 白嶺小学校 石川 9:53.9 +2:50.1

54 352 中村 涼乃(5) 白嶺小学校 石川 9:57.4 +2:53.6

55 355 中山 瑠奈(6) 麓郷XC 北海道 10:00.2 +2:56.4

56 358 髙橋 凜華(6) 野辺地ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 青森 10:01.2 +2:57.4

57 356 竹下 綾音(6) 名寄XC少年団 北海道 10:03.0 +2:59.2

58 348 三宅 優衣(5) 城端AXC少年団 富山 10:40.1 +3:36.3

59 360 細川 史姫(6) 五箇山ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 富山 10:40.3 +3:36.5

336 金津 美雪(6) 旭川東光･豊岡XC 北海道 DNS

雪温 気温
10:00  曇り  良 0℃ 3℃ 39％ 無風 0m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS LAP

60 59 0 0 1 0

技術代表 競技セクレタリー

山本　専一 栗原　邦彰
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