
スタートリスト

女子 3.0 km クラシカル 

妙高市 2020/01/15 開始時間 13:45

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

201 山田 寿々菜 十日町中 13:45:15

202 中島 ひな子 津南中 13:45:30

203 金澤 伶奈 水沢中 13:45:45

204 佐藤 瑠璃子 魚沼北中 13:46:00
205 高澤 涼香 水沢中 13:46:15
206 加藤 小夏 糸魚川東中 13:46:30

207 樋口 美桜 中里中 13:46:45

208 樋口 葉菜 中里中 13:47:00

209 鈴木 日香里 水沢中 13:47:15
210 羽深 沙彩 牧中 13:47:30

211 根津 百合香 十日町中 13:47:45
212 大塚 有莉 十日町南中 13:48:00

213 田村 めい 六日町中 13:48:15

214 桑原 由奈 津南中 13:48:30
215 佐藤 舞雪 広神中 13:48:45

216 髙橋 星夏 十日町南中 13:49:00

217 近藤 きよら 牧中 13:49:15

218 山之内 聖奈 広神中 13:49:30

219 清水 春陽 大和中 13:49:45
220 富井 和咲 中里中 13:50:00
221 鈴木 未羽 津南中 13:50:15

222 日向野涼香 十日町南中 13:50:30

223 富所 みいな 六日町中 13:50:45

224 佐藤 日向子 広神中 13:51:00
225 竹内 未衣 中郷中 13:51:15
226 秋元 美愛 広神中 13:51:30

227 齋木 莉那 吉田中 13:51:45

228 水落 萌々音 吉田中 13:52:00

229 島田 芽衣 十日町南中 13:52:15
230 滝沢 夏海 津南中 13:52:30

231 児玉 華歩 吉田中 13:52:45
232 庭野 彩良 十日町南中 13:53:00

233 丸山 華 中郷中 13:53:15

234 宮入 唯菜 十日町南中 13:53:30
235 上村 真央 大和中 13:53:45

236 阿部 和夏 十日町中 13:54:00

237 樺澤 ひまり 魚沼北中 13:54:15

238 小島 弥星 新井中 13:54:30

239 山田 美沙貴 下条中 13:54:45
240 坂井 結 松代中 13:55:00

241 八木 茉尋 八海中 13:55:15

242 宮﨑 蕗子 津南中 13:55:30

243 高澤 友花 吉田中 13:55:45

244 渡邉 琴葉 小千谷中 13:56:00
245 渡辺 莉那 牧中 13:56:15

246 髙橋 美空 十日町中 13:56:30
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スタート
タイム

247 野上 美駈 吉田中 13:56:45
248 村山 愛純美 十日町南中 13:57:00

249 和田 鈴帆 小千谷中 13:57:15

250 滝沢 来実 津南中 13:57:30

251 中川 南都 吉田中 13:57:45
252 江村 七海 吉田中 13:58:00

253 遠田 鈴 十日町南中 13:58:15
254 牧田 鈴葉 松代中 13:58:30

255 南雲 穂香 十日町南中 13:58:45

256 藤塚 美礼 片貝中 13:59:00
257 佐藤 千佳 川西中 13:59:15

258 宮下 美幸 妙高高原中 13:59:30

259 小林 華乃 十日町南中 13:59:45

260 村山 愛美沙 十日町南中 14:00:00
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