
※"07"で始まる番号は暫定番号です。 2018-2019年度 補正値 -7.48

Rank SAKNO ⽒名 協会 所属 ＧＳポイント
1 0949088 ⻑澤 美季 学 連 東京理科⼤学 0.00
2 0975978 ⽮吹 沙梨 学 連 ⽴教⼤学 8.86
3 0940161 松岡 瑞季 学 連 ⽴教⼤学 9.58
4 0946902 原 杏沙花 横 浜 K-LINE SKI CLUB 20.75
5 0963409 坂本 華⾳ ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 21.41
6 0907807 川本 莉愛 ⼩⽥原 ⼩⽥原スポーツマン 34.04
7 0127109 森川 順⼦ 川 崎 富⼠通 76.91
8 0872078 ⾜⽴ 央 横 浜 シーフェル 78.04
9 0981575 猪本 浩⾹ 横 浜 バディーＳＣ 79.86
10 0981586 末広 恵菜 横 浜 K-Power 81.19
11 0710013 堤 愛理 ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 93.58
12 0998353 加藤 七菜⼦ ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 115.05
13 0981587 関本 美汐 横 浜 BURST-Y 117.88
14 0998348 家⽥ 知咲 ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 123.00
15 0927174 佐藤 唯 ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 124.37
16 0958948 ⼭﨑 菜々⼦ 横 浜 RED BIB 131.76
17 0710022 清⽔ 葵 川 崎 ＮＥＣ⽟川 136.41
18 0973490 丸⼭ 浄⾳ ⼩⽥原 アールベルグ 139.22
19 0963401 瀬⼾⼭ 愛 逗 ⼦ ショーナンキッズ 145.95
20 0998310 宇井 みのり 厚 ⽊ 厚⽊スキークラブ 146.51
21 0996872 渡辺 亜弥乃 横 浜 横浜スベロー会 148.23
22 0460104 ⽥所 冬美 相模原 ヴィヴァント 150.48
23 0981502 ⼩⾒ ちさと 相模原 エクセルＳＣ 159.77
24 0710019 林⽥ 優希 鎌 倉 かまくらスキークラブ 176.46
25 0710023 吉⽥ 理沙 川 崎 富⼠通 190.59
26 0998374 ⿊坂 恭⼦ 中体連 桐蔭学園中学 197.90
27 0994956 ⼤⼭ さくら 秦 野 本町中学 200.35
28 0983045 深栖 ⾵花 ⾼体連 鵠沼⾼校 205.95
29 1005135 ⼭岸 佳歩 横 浜 K-Power 207.70
30 0048250 世良 利⾹ 川 崎 富⼠通 209.25
31 1007282 ⽥⼝ 真帆 横 浜 K-relation Ski Club 211.66
32 0053090 永吉 未央⼦ 川 崎 ウィ︕︕ＳＣ 217.96
33 0076752 中村 晶⼦ 川 崎 ＮＥＣ⽟川 223.35
34 0998345 ⻘⽊ ⽇向⼦ ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 231.82
35 0993989 島⽥ ティナ 逗 ⼦ ショーナンキッズ 256.91
36 0031134 宮崎 純⼦ 川 崎 富⼠通 276.55
37 0998383 松尾 絵瑠夢 ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 290.91
38 0140921 杉本 博美 厚 ⽊ ｽﾉｰﾌﾚｲｸｽSC 303.17
39 0998349 ⽯橋 愛菜 ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 327.36
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40 0998360 能勢 千裕 ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 372.15
41 0985997 ⻑⽥ 未⽻ ⾼体連 桐蔭学園⾼校 395.98
42 0998376 佐々部 華乃 中体連 桐光学園中学 409.25
43 0710012 信原 海那 ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 412.03
44 1007049 ⽴⼭ 仁菜 中体連 桐蔭学園中学 418.87
45 0710002 野⽊ 瑞恵 ⾼体連 クラーク厚⽊⾼校 420.00
46 1001778 中⼭ 愛梨 ⾼体連 法政第⼆⾼校 431.86
47 1005057 ⼤久保 ⾹帆 ⾼体連 法政第⼆⾼校 434.26
48 0998363 宮崎 玲奈 ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 444.21
49 0998370 池⽥ 未来 中体連 桐光学園中学 450.84
50 0992972 ⻘⽊ なつみ ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 510.41
51 0710003 森⽥ 絢⼦ ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 749.43
52 0710011 松岡 綾⾳ ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校 873.33
53 1005099 脇⼝ 歩佑⼦ ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校 959.82

0092880 久保⽥ 昌恵 横 浜 K-Power
0992976 中村 英美華 ⾼体連 桐蔭学園⾼校
0994706 ⽥中 葵 横 浜 バディーＳＣ
0998364 安永 侑未 ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校
0998369 ⾜⽴ 希織 中体連 法政⼤学第⼆中学
0998377 鈴⽊ 彩⾳ 中体連 法政⼤学第⼆中学
0998379 ⾼橋 沙英 中体連 法政⼤学第⼆中学
1004921 佐藤 薫 相模原 相雪スキークラブ
1005111 ⻄川 愛蘭 中体連 法政⼤学第⼆中学
1005129 市村 綾花 横 浜 横浜スキークラブ
1006970 荻原 歩 相模原 ヴィヴァント
1010109 堀江 莉颯 厚 ⽊ ⽇産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
0710001 近藤 華穂 ⾼体連 カリタス⼥⼦⾼校
0710004 ⼩川 舞⾹ ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校
0710005 佐藤 葉⽉ ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校
0710006 杉本 雛優 ⾼体連 相模⼥⼦⼤⾼校
0710007 秋⽥ 桃芳 ⾼体連 法政第⼆⾼校
0710008 川井 多瑛 ⾼体連 法政第⼆⾼校
0710009 紺⽥ 涼⾹ ⾼体連 法政第⼆⾼校
0710010 ⽻⿃ はる ⾼体連 法政第⼆⾼校
0710014 ⽊村 眞帆 ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校
0710015 廣瀬 莉帆 ⾼体連 慶應湘南藤沢⾼校
0710016 ⻲⼭ 藍 中体連 桐蔭学園中学
0710017 ⾼嶋 瞳 中体連 法政⼤学第⼆中学
0710018 中村 恵理 中体連 法政⼤学第⼆中学
0710020 加藤 レイネ 横 浜 横浜スポーツマン
0710021 鈴⽊ 智⼸ 横 浜 横浜スキークラブ
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0710024 福井 利菜 逗 ⼦ ショーナンキッズ
0710025 瀬⼾⼭ 実咲 逗 ⼦ ショーナンキッズ
0710026 並⽊ 優 逗 ⼦ ショーナンキッズ
0710027 細⽥ 光季 逗 ⼦ ショーナンキッズ
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