
スタートリスト

女子 3.0 km フリー 

妙高市 2020/01/14 開始時間 13:30

ジュリー コース データ

 技術代表 井川 純宏 新潟  コース名 赤倉観光リゾートクロスカントリーコース 

 技術代表アシスタント 中沢 覚 中体連  コース公認No. SAJ02-CC-25/97 

 競技委員長 山川 尚 新潟  標高差 38m 

 副競技委員長 清水 直春 新潟  極限登高標高差 41m 

 合計登高 101m 

 全長 3km 

 周回数 1 

Bib 名前 所属名
スタート
タイム

401 山田 寿々菜 十日町中 13:30:15

402 金澤 伶奈 水沢中 13:30:30

403 中島 ひな子 津南中 13:30:45

404 佐藤 瑠璃子 魚沼北中 13:31:00
405 高澤 涼香 水沢中 13:31:15
406 樋口 美桜 中里中 13:31:30

407 樋口 葉菜 中里中 13:31:45

408 山之内 聖奈 広神中 13:32:00

409 鈴木 日香里 水沢中 13:32:15
410 加藤 小夏 糸魚川東中 13:32:30

411 根津 百合香 十日町中 13:32:45
412 桑原 由奈 津南中 13:33:00

413 日向野 涼香 十日町南中 13:33:15

414 田村 めい 六日町中 13:33:30
415 髙橋 星夏 十日町南中 13:33:45

416 佐藤 舞雪 広神中 13:34:00

417 羽深 沙彩 牧中 13:34:15

418 清水 春陽 大和中 13:34:30

419 秋元 美愛 広神中 13:34:45
420 齋木 莉那 吉田中 13:35:00
421 近藤 きよら 牧中 13:35:15

422 水落 萌々音 吉田中 13:35:30

423 八木 茉尋 八海中 13:35:45

424 佐藤 日向子 広神中 13:36:00
425 富所 みいな 六日町中 13:36:15
426 阿部 和夏 十日町中 13:36:30

427 大塚 有莉 十日町南中 13:36:45

428 上村 真央 大和中 13:37:00

429 富井 和咲 中里中 13:37:15
430 高澤 友花 吉田中 13:37:30

431 小島 弥星 新井中 13:37:45
432 山田 美沙貴 下条中 13:38:00

433 鈴木 未羽 津南中 13:38:15

434 竹内 未衣 中郷中 13:38:30
435 庭野 彩良 十日町南中 13:38:45

436 滝沢 夏海 津南中 13:39:00

437 樺澤 ひまり 魚沼北中 13:39:15

438 島田 芽衣 十日町南中 13:39:30

439 宮入 唯菜 十日町南中 13:39:45
440 渡邉 琴葉 小千谷中 13:40:00

441 宮﨑 蕗子 津南中 13:40:15

442 児玉 華歩 吉田中 13:40:30

443 滝沢 来実 津南中 13:40:45

444 坂井 結 松代中 13:41:00
445 野上 美駈 吉田中 13:41:15

446 中川 南都 吉田中 13:41:30
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Bib 名前 所属名
スタート
タイム

447 髙橋 美空 十日町中 13:41:45
448 南雲 穂香 十日町南中 13:42:00

449 丸山 華 中郷中 13:42:15

450 村山 愛純美 十日町南中 13:42:30

451 和田 鈴帆 小千谷中 13:42:45
452 遠田 鈴 十日町南中 13:43:00

453 宮下 美幸 妙高高原中 13:43:15
454 江村 七海 吉田中 13:43:30

455 小林 華乃 十日町南中 13:43:45

456 牧田 鈴葉 松代中 13:44:00
457 渡辺 莉那 牧中 13:44:15

458 佐藤 千佳 川西中 13:44:30

459 藤塚 美礼 片貝中 13:44:45

460 村山 愛美沙 十日町南中 13:45:00

Print Date: Sat 11 Jan 2020  Print Time: 22:41 Page: 2/2

妙高市　赤倉観光リゾートクロスカントリーコース


