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SAN コース名

HSC 標高差

HSC 極限登高標高差

合計登高

全長

周囲数

開始時間 11:00 終了時間 11:30 

コスデータ

岩岳フピ、フンコース

65m 
36m 
106m 
3km 

順位 Bib SAJ 名前 所属名 都道府県 ヨイーヲシュ
時間差

コード 書イム

1 70 高橋 実 楽 木島平小学校 13:32.3 0.0 
2 64 松沢意 白馬北小学校 13:55.6 +23.3 
3 62 高橋 陽 和 白馬南小学校 14:28.6 +56.3 
4 66 大日方琴音 常磐小学校 14:42.1 +1 :09.8 
5 55 湯本美園 木島平小学校 15:05.3 +1 :33.0 
6 53 石木 田 彩 小谷小学校 15:17.3 +1 :45.0 
7 45 {左膝美j皮 木島平小学校 15:21.7 +1:49.4 
8 58 橋本夏;菓 白馬北小学校 15:23.4 +1 :51.1 
9 46 驚藤 京 果 白馬南小学校 15:27.5 +1:55.2 
10 67 高橋幸由実 飯山小学校 15:39.0 +2:06.7 
11 68 石川希和子 小谷小学校 15:44.6 +2:12.3 

=12 59 野中 菜 南 野沢温泉小学校 15:51.1 +2:18.8 
=12 61 池田 陽 菜 山ノ内南小学校 15:51.1 +2:18.8 
14 49 佐藤みずき 白馬北小学校 15:52.4 +2:20.1 
15 54 山口舞穏 白馬南小学校 15:54.4 +2:22.1 
16 51 小林 梨 花 飯山小学校 16:25.3 +2:53.0 
17 69 松i畢実夢 泉台小学校 16:32.3 +3:00.0 
18 50 高島 妃 菜 常磐小学校 16:42.6 +3:10.3 
19 44 小林 真 緒 白馬北小学校 16:45.7 +3:13.4 
20 60 倉田 ゆ ず 倭小学校 16:53.6 +3・21.3
21 39 佐々木璃子 白馬北小学校 17:12.1 +3:39.8 
22 40 田中郁菜 白馬北小学校 17:25.8 +3:53.5 
23 48 松村聖羅 野沢温泉小学校 17:38.4 +4:06.1 
24 63 小林 寧 音 戸狩小学校 17:44.6 +4:12.3 
25 47 矢口 美 優 小谷小学校 18:10.7 +4:38.4 
26 37 磁江 六 花 白馬北小学校 18:46.3 +5:14.0 
27 57 松村梨失奈 野沢温泉小学校 18:51.2 +5:18.9 
28 38 {中田遥奈 野沢温泉小学校 19:11.8 +5:39.5 
29 42 宮津 結 宇 小谷小学校 19:21.8 +5:49.5 
30 65 佐藤楓音 菅平小学校 19:28.5 +5:56.2 
31 43 荻原 那 優 野沢温泉小学校 19:30.3 +5:58.0 
32 56 町田愛新 倭小学校 20:54.6 +7:22.3 
33 52 町井希帆 泉台小学校 21 :25.7 +7:53.4 
34 41 富井 千 聖 野沢温泉小学校 21 :28.1 + 7:55.8 
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