
スタートリスト

小学女子 2.5 km クラシカル

妙高高原 池の平スポーツ広場 2022/03/30 開始時間 12:10

 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 

318 小林 由奈(6) 川治小学校 小学6年 12:10:15

319 岩本 花恋(5) 朝日Jr.ＸＣ 小学5年 12:10:30

320 五十嵐 桃花(4) 下早川小学校 12:10:45

321 根津 洋央奈(5) 下条小学校 小学5年 12:11:00

322 清水 理乃(6) 石川県スキー連盟 小学6年 12:11:15

323 相浦 依莉紗(6) 矢代ＪＳＣ 小学6年 12:11:30

324 関 薫子(2) 南魚沼JRC 12:11:45

325 岡田 雫(6) 妙高高原南小学校 小学6年 12:12:00

326 栗林 ののは(6) 戸狩小学校 小学6年 12:12:15

327 後藤 ゆいか(6) 妙高高原北小学校 小学6年 12:12:30

328 竹節 舞優(5) 山ノ内東小学校 小学5年 12:12:45

329 木内 絢花(6) 常盤小学校 小学6年 12:13:00

330 岡田 千穂(6) 中郷小学校 小学6年 12:13:15

331 金井 凰世(5) 山ノ内西小学校 小学5年 12:13:30

332 高橋 桃寧(5) 五十沢小学校 小学5年 12:13:45

333 柳 里緒菜(5) 鐙島小学校 小学5年 12:14:00

334 庵原 笑琉(5) 吉田特設スキー部 小学5年 12:14:15

335 齊木 愛音(6) 妙高小学校 小学6年 12:14:30

336 荻野 璃子(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:14:45

337 池田 峯由(5) 信濃小中学校 小学5年 12:15:00

338 三島 楓叶(6) 城端AXC少年団 小学6年 12:15:15

339 久保田 里桜(6) 津南ＪＲＣ 小学6年 12:15:30

340 川久保 莉美(4) 戸狩小学校 12:15:45

341 植木 詩乃(5) 鐙島小学校 小学5年 12:16:00

342 藤巻 伶菜(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:16:15

343 押木 蒼依(4) 吉田特設スキー部 12:16:30

344 永井 そら(5) 矢代ＪＳＣ 小学5年 12:16:45

345 小池 美紅(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:17:00

346 蔵品 和花(5) 川治小学校 小学5年 12:17:15

347 細川 芽吹(6) 城端AXC少年団 小学6年 12:17:30

348 岡田 結(5) 中郷小学校 小学5年 12:17:45

349 五十嵐 あかり(2) 下早川小学校 12:18:00

350 小林 杏(4) 戸狩小学校 12:18:15

351 久保田 朱花(5) 津南ＪＲＣ 小学5年 12:18:30

352 関 一花(1) 山ノ内東小学校 12:18:45

353 池田 咲希(5) 妙高高原北小学校 小学5年 12:19:00

354 内田 小春(6) 妙高小学校 小学6年 12:19:15

355 柳 陽菜(5) 鐙島小学校 小学5年 12:19:30

356 田中 希果(5) 常盤小学校 小学5年 12:19:45

357 片山 凜星(4) 信濃小中学校 12:20:00

358 川上 珠生(6) おぢやファイトクラブ 小学6年 12:20:15

359 田中 心穏(2) 矢代ＪＳＣ 12:20:30

360 小境 栞和(2) 戸狩小学校 12:20:45

361 柳 明依菜(4) 鐙島小学校 12:21:00

362 池田 安輝(3) 信濃小中学校 12:21:15

363 久保田 理子(2) 吉田特設スキー部 12:21:30
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364 関原 瑠菜(4) 妙高小学校 12:21:45

365 瀬沼 千乃(4) 川治小学校 12:22:00

366 池田 粋(5) 城端AXC少年団 小学5年 12:22:15

367 渡辺 雛子(3) 信濃小中学校 12:22:30

368 尾身 音羽(4) 鐙島小学校 12:22:45

369 小田切 柑奈(2) 戸狩小学校 12:23:00

370 高橋 うた(5) おぢやファイトクラブ 小学5年 12:23:15

371 望月 愛緒(4) 妙高小学校 12:23:30

372 池田 希生(2) 城端AXC少年団 12:23:45

373 齊藤 葵衣(1) 矢代ＪＳＣ 12:24:00
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