
エントリーリスト

女子 3 × 5 km リレー 

長峰クロスカントリースキーコース／長野県飯山市 2021/02/10 開始時間 09:30

 技術代表 山川　尚 SAJ  コース名 長峰クロスカントリースキーコース 

 技術代表アシスタント 木村　幹弥 SAJ  標高差 62m 

 競技委員長 東　禎孝 ISC  極限登高標高差 60m 

 合計登高 177m 

 全長 5.0km 

 周回数 1 

 公認番号 SAJ02-CC-53/98 

1 飯山 長野
1- 湯本 美桜(3)
1- 髙橋 夢果(2)
1- 竹内 美琴(2)
1- 中島 果歩(2)
1- 山﨑 優風(1)

2 十日町 新潟
2- 大渕 莉子(2)
2- 浅田 萌音(3)
2- 濱野 希美(3)
2- 江村 七海(1)
2- 宮﨑 蕗子(1)

3 中野立志舘 長野
3- 竹節 未羽(3)
3- 小林 百々果(1)
3- 小林 凜(2)
3- 山本 真優(1)
3- 竹節 優菜(1)

4 おといねっぷ 北北海
4- 三橋 桃子(3)
4- 栃谷 天寧(2)
4- 松本 実優(1)
4- 矢野 美輝(1)

5 秋田北鷹 秋田
5- 松浦 有香(3)
5- 畔上 凜花(2)
5- 山田 智子(2)
5- 近藤 さくら(2)
5- 大野 まこ(2)

6 花輪 秋田
6- 澤田 羽夏(3)
6- 米田 依里湖(3)
6- 小鮒 玲愛(1)
6- 畠山 香恋(1)

7 盛岡南 岩手
7- 桐山 はる菜(2)
7- 中嶋 愛優(1)
7- 八重樫 雛乃(1)
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Bib チーム名 選手名 都道府県 Remarks



スタートリスト

女子 3 × 5 km リレー 

長峰クロスカントリースキーコース／長野県飯山市 2021/02/10 開始時間 09:30

8 白馬 長野
8- 篠﨑 志おり(3)
8- 鎌倉 春音(2)
8- 藤塚 亜子(2)
8- 髙橋 莉織(1)
8- 山本 風花(1)

9 新庄南金山 山形
9- 髙橋 美里(3)
9- 佐藤 礼菜(3)
9- 須賀 天音(2)

10 北村山 山形
10- 佐藤 歩惟(3)
10- 西塚 結(2)
10- 三上 葵音(2)
10- 佐藤 愛莉(1)

11 富良野 北北海
11- 坂 菜月(3)
11- 佐藤 花(3)
11- 渡辺 葵(2)
11- 小池 梓(1)
11- 吉田 さくら(1)

12 新庄北 山形
12- 丹 美空(3)
12- 大場 友咲(2)
12- 落合 虹(2)
12- 落合 楽(1)

13 南砺平 富山
13- 稲塚 麻衣(3)
13- 宮﨑 美樹(1)
13- 細川 千咲喜(1)
13- 野原 こより(1)

14 同志社 京都
14- 谷山 叶佳(2)
14- 二宮 陽子(3)
14- 渡邉 桃未(1)
14- 大村 美紗(2)
14- 西森 咲和(1)

15 東川 北北海
15- 谷水 七彩(2)
15- 五十嵐 琴音(1)
15- 藤田 心那(1)

16 利根商業 群馬
16- 本多 来依(2)
16- 本多 留依(2)
16- 鈴木 華(1)
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スタートリスト

女子 3 × 5 km リレー 

長峰クロスカントリースキーコース／長野県飯山市 2021/02/10 開始時間 09:30

17 茨木 大阪
17- 中村 朱里(2)
17- 三浦 果穂(2)
17- 櫻井 佳乃子(1)

18 鶴来 石川
18- 広崎 妙恵(2)
18- 善田 美音(1)
18- 澤田 樹(2)

19 京都光華 京都
19- 中西 凜(2)
19- 中村 心音(1)
19- 松井 育那(2)

20 十日町総合 新潟
20- 佐藤 実花(2)
20- 増田 青空(2)
20- 滝沢 夏海(1)

21 野辺地 青森
21- 熊谷 友奏(2)
21- 四戸 聖奈(1)
21- 土橋 愛華(1)
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