
公式成績表

女子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2022/02/25 開始時間 09:00 終了時間 12:03

 技術代表 青能　　剛 SAJ コース名 南原クロスカントリーコース 

 技術代表アシスタント 滝沢　泰宏 SAJ 極限登高標高差 ２３ｍ 

 競技委員長 市川　　昭 NSC 合計登高 ３０ｍ 

全長 １．２ｋｍ 

周回数 １ 

SAJ04-CC-21/98 

1 1 決勝 01307600 山田 智子(3) 秋田北鷹高校 秋田
2 4 決勝 01307886 畔上 凜花(3) 秋田北鷹高校 秋田
3 2 決勝 01308030 山本 真優(2) 中野立志館高校 長野
4 7 決勝 01307456 鎌倉 春音(3) 白馬高校 長野
5 3 決勝 01308448 大野 まこ(3) 秋田北鷹高校 秋田
6 5 決勝 01308277 畠山 香恋(2) 花輪高校 秋田

7 21 準決勝 01307720 柏原 明華(3) 加計高校芸北分校 広島
8 8 準決勝 01308507 小坂 璃彩(1) 飯山高校 長野
9 6 準決勝 01307969 大場 友咲(3) 新庄北高校 山形

10 11 準決勝 01308350 吉田 さくら(2) 富良野高校 北海道
11 12 準決勝 01307480 髙橋 夢果(3) 飯山高校 長野
12 20 準決勝 01308042 山中 夢華(2) 飯山高校 長野

13 13 準々決勝 01308451 桐山 はる菜(3) 盛岡南高校 岩手
14 14 準々決勝 01307687 中村 由菜(3) 星稜高校 石川
15 15 準々決勝 01308566 吉田 凛(1) 花輪高校 秋田
16 19 準々決勝 01308024 小林 百々果(2) 中野立志館高校 長野
17 9 準々決勝 01308400 岩佐 奏葉(2) 留萌高校 北海道
18 16 準々決勝 01308363 佐藤 愛莉(2) 北村山高校 山形
19 17 準々決勝 01308123 江村 七海(2) 十日町高校 新潟
20 18 準々決勝 01308326 小池 梓(2) 富良野高校 北海道
21 22 準々決勝 01308766 宮下 美幸(1) 新井高校 新潟
22 23 準々決勝 01308774 渡邉 琴葉(1) 十日町高校 新潟
23 26 準々決勝 01308299 宮﨑 美樹(2) 南砺平高校 富山
24 27 準々決勝 01308237 中嶋 愛優(2) 盛岡南高校 岩手
25 30 準々決勝 01308236 小鮒 玲愛(2) 花輪高校 秋田
26 24 準々決勝 01308384 松本 実優(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
27 25 準々決勝 01308138 増田 青空(3) 十日町総合高校 新潟
28 28 準々決勝 01308349 藤田 心那(2) 東川高校 北海道
29 29 準々決勝 01307478 小林 凜(3) 中野立志館高校 長野
30 10 準々決勝 01307481 竹内 美琴(3) 飯山高校 長野 DNS

31 予選 01308342 五十嵐 琴音(2) 東川高校 北海道
32 予選 01308802 山本 茉由子(1) 南砺福野高校 富山
33 予選 01308511 佐藤 笑瑠(1) 中野立志館高校 長野
34 予選 01307721 藤井 美緒(3) 加計高校芸北分校 広島
35 予選 01307484 河野 千雪(3) 飯山高校 長野
36 予選 01308818 小林 花音(1) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
37 予選 01308047 佐藤 遥(2) 飯山高校 長野
38 予選 01308921 大関 奏音(2) 会津工業高等学校 福島
39 予選 01307639 本多 来依(3) 利根商業高校 群馬
40 予選 01307640 本多 留依(3) 利根商業高校 群馬
41 予選 01308753 小林 華乃(1) 十日町高校 新潟
42 予選 01307472 六塚 望杏(3) 飯山高校 長野
43 予選 01308078 山本 千鶴(2) 盛岡農業高校 岩手
44 予選 01308740 木村 翠(1) 花輪高校 秋田
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45 予選 01308564 金丸 典加(1) 盛岡農業高校 岩手
46 予選 01308798 大瀬 千恵美(1) 南砺平高校 富山
47 予選 01308026 竹節 優菜(2) 中野立志館高校 長野
48 予選 01308716 花岡 桂名(1) 嬬恋高校 群馬
49 予選 01307802 山本 和加子(3) 南砺福野高校 富山
50 予選 01308288 鈴木 もえ(2) 飯山高校 長野
51 予選 01308391 矢野 美輝(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
52 予選 01307817 谷水 七彩(3) 東川高校 北海道
53 予選 01308819 小林 花凛(1) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
54 予選 01309268 樺澤 ひまり(1) 小出高校 新潟
55 予選 01308106 木村 慶(2) 秋田北鷹高校 秋田
56 予選 01308796 伊藤 そら(1) 米沢興譲館高校 山形
57 予選 01308270 鈴木 華(2) 利根商業高校 群馬
58 予選 01308795 若月 萌夏(1) 九里学園 山形
59 予選 01307514 寺島 らな(2) 高山工業高校 岐阜
60 予選 01308022 山本 風花(2) 白馬高校 長野
61 予選 01308394 窪田 さくら(2) 恵庭南高校 北海道
62 予選 01308021 髙橋 莉織(2) 白馬高校 長野
63 予選 01308344 岡田 愛理(2) 旭川西高校 北海道
64 予選 01308463 善田 美音(2) 鶴来高校 石川
65 予選 01309336 中村 朱里(3) 安曇川高校 滋賀
66 予選 01309494 野原 こより(2) 南砺平高校 富山
67 予選 01308333 落合 楽(2) 新庄北高等学校 山形
68 予選 01308322 広崎 妙恵(3) 鶴来高校 石川
69 予選 01308568 小鮒 穂乃実(1) 花輪高校 秋田
70 予選 01309118 滝沢 来実(2) 十日町高校 新潟
71 予選 01308297 細川 千咲喜(2) 南砺平高校 富山
72 予選 01308177 中村 心音(2) 京都光華高校 京都
73 予選 01308081 鏑木 葵(2) 尾瀬高校 群馬
74 予選 01308242 八重樫 雛乃(2) 盛岡南高校 岩手
75 予選 01309663 渡邉 桃未(2) 同志社高校 京都
76 予選 01309033 谷山 叶佳(3) 同志社高校 京都
77 予選 01309848 宮入 唯菜(1) 十日町総合高校 新潟
78 予選 01308823 岩川 彩夏(1) 東邦大学付属東邦中高 千葉
79 予選 01309072 越乢 凜(3) 千種高校 兵庫
80 予選 01309375 池部 黄那(3) 千種高校 兵庫
81 予選 01309308 板倉 春佳(3) 拓殖大学紅陵高校 千葉

予選 01307579 山川 あんり(3) 新井高校 新潟 DNS
予選 01308916 宮﨑 蕗子(2) 十日町高校 新潟 DNS
予選 01308528 森 かのん(1) 白馬高校 長野 DNS
予選 01307596 近藤 さくら(3) 秋田北鷹高校 秋田 DNS
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雪温 気温
09:00  晴れ  良 -8℃ -3℃ 55％ 無風 
10:30  曇り  良 -4℃ 3℃ 40％ 無風 
11:30  晴れ  良 -1℃ 5℃ 35％ 無風 

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS DNS
85 80 0 0 0 5

技術代表 セクレタリー

青能　　剛 門脇　秋彦

Data processing by SEIKO Print Date: Fri 25 Feb 2022  Print Time: 12:05 Page: 3/3

順位 Bib ラウンド
SAJ

コード
名前 所属名 都道府県 備考

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速
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