
スタートリスト

小学高学年女子 2.5 km フリー

妙高高原 池の平スポーツ広場 2022/03/31 開始時間 12:20

 技術代表 飯森 洋一 SAJ  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 清水 直春 NSA  標高差 38m 

 競技委員長 山川 尚 新赤倉  極限登高標高差 41m 

 合計登高 77m 

 全長 2.5km 

 周回 1 

 コース公認No. SAJ04-CC-25/97 

702 三島 楓叶(6) 城端AXC少年団 小学6年 12:20:15

703 高橋 桃寧(5) 五十沢小学校 小学5年 12:20:30

704 柳 里緒菜(5) 鐙島小学校 小学5年 12:20:45

705 荻野 璃子(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:21:00

706 相浦 依莉紗(6) 矢代ＪＳＣ 小学6年 12:21:15

707 木内 絢花(6) 常盤小学校 小学6年 12:21:30

708 金井 凰世(5) 山ノ内西小学校 小学5年 12:21:45

709 庵原 笑琉(5) 吉田特設スキー部 小学5年 12:22:00

710 後藤 ゆいか(6) 妙高高原北小学校 小学6年 12:22:15

711 小林 由奈(6) 川治小学校 小学6年 12:22:30

712 竹節 舞優(5) 山ノ内東小学校 小学5年 12:22:45

713 岡田 雫(6) 妙高高原南小学校 小学6年 12:23:00

714 久保田 里桜(6) 津南ＪＲＣ 小学6年 12:23:15

715 荻原 咲良(6) 野沢温泉小学校 小学6年 12:23:30

716 岩本 花恋(5) 朝日Jr.ＸＣ 小学5年 12:23:45

717 今成 結菜(6) 南魚沼JRC 小学6年 12:24:00

718 根津 洋央奈(5) 下条小学校 小学5年 12:24:15

719 池田 峯由(5) 信濃小中学校 小学5年 12:24:30

720 清水 理乃(6) 石川県スキー連盟 小学6年 12:24:45

721 岡田 千穂(6) 中郷小学校 小学6年 12:25:00

722 栗林 ののは(6) 戸狩小学校 小学6年 12:25:15

723 内田 小春(6) 妙高小学校 小学6年 12:25:30

724 藤巻 伶菜(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:25:45

725 富井 美裕(5) 野沢温泉小学校 小学5年 12:26:00

726 蔵品 和花(5) 川治小学校 小学5年 12:26:15

727 岡田 結(5) 中郷小学校 小学5年 12:26:30

728 細川 芽吹(6) 城端AXC少年団 小学6年 12:26:45

729 富井 瑠菜(5) 野沢温泉小学校 小学5年 12:27:00

730 齊木 愛音(6) 妙高小学校 小学6年 12:27:15

731 池田 咲希(5) 妙高高原北小学校 小学5年 12:27:30

732 永井 そら(5) 矢代ＪＳＣ 小学5年 12:27:45

733 小池 美紅(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:28:00

734 久保田 朱花(5) 津南ＪＲＣ 小学5年 12:28:15

735 田中 希果(5) 常盤小学校 小学5年 12:28:30

736 植木 詩乃(5) 鐙島小学校 小学5年 12:28:45

737 池田 粋(5) 城端AXC少年団 小学5年 12:29:00

738 森 宝美(5) 野沢温泉小学校 小学5年 12:29:15

739 柳 陽菜(5) 鐙島小学校 小学5年 12:29:30

740 川上 珠生(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:29:45

741 高橋 うた(5) おぢやファイトクラブ 小学5年 12:30:00

742 笹岡 晴(5) 野沢温泉小学校 小学5年 12:30:15
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公益財団法人全日本スキー連盟公認

2022 FISCHER-CUP

第32回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会


