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ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田　圭 [SAK] コース名 ファースト・セカンドコース
主審 宮本　篤 [SAK] スタート地点 1520m
競技委員長 佐藤　茂之 [SAK] フィニッシュ地点 1360m

標高差 160m
全長 680m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%

旗門数 OPEN スタート時間 **:**

ｽﾀｰﾄ/Bib ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

ユースK1／ユースK2／ジュニア／成年Ａ／成年Ｂ／成年Ｂ（女子）成年Ｃ（女子）
91 0963409 坂本 華音 高体連 相模女子大高校
92 0981575 猪本 浩香 横　浜 バディーＳＣ
93 0963401 瀬戸山 愛 逗　子 ショーナンキッズ
94 0927174 佐藤 唯 高体連 相模女子大高校
95 0981587 関本 美汐 横　浜 BURST-Y
96 0981586 末広 恵菜 横　浜 K-Power
97 0996872 渡辺 亜弥乃 横　浜 横浜スベロー会
98 1007282 田口 真帆 横　浜 K-relation Ski Club
99 0994956 大山 さくら 秦　野 本町中学

100 0710019 林田 優希 鎌　倉 かまくらスキークラブ
101 0710025 瀬戸山 実咲 逗　子 ショーナンキッズ
102 3021387 田中 彩貴 東　京 カンダハートライブ
103 0994305 髙橋 麻佑 東　京 成城学園
104 3011723 荻野 咲子 東　京 成蹊高校
105 0981295 北山 さつき 埼　玉 開智中学
106 1004789 小林 楓 東　京 成城学園
107 0999742 鈴木 菜々子 東　京 成城学園
108 0981911 佐藤 舞祐 東　京 ICI石井スポーツＳＣ
109 0994309 森岡 真希奈 東　京 成城学園
110 3022257 島田 リリア 東　京 カンダハートライブ
111 0994308 宮澤 莉子 東　京 成城学園
112 0790011 稲垣 海咲 東　京 ICI石井スポーツＳＣ
113 3021388 田中 麗奈 東　京 カンダハートライブ
114 1008580 髙瀬 裕莉彩 東　京 成城学園
115 0010367 澤村 クレタ 東　京 品川区
116 0710024 福井 利菜 逗　子 ショーナンキッズ
117 3016152 荻野 奈々子 東　京 成蹊高校
118 0994311 森谷 瑠花 東　京 成城学園
119 1001122 髙橋 未羽 埼　玉 朝霞第三中学校
120 3020003 田中 菜々恵 東　京 日体大荏原高校
121 0993989 島田 ティナ 逗　子 ショーナンキッズ

第１７回チャレンジカップ第１戦 鹿沢大会

第１７回マスターズ選手権大会第１戦 鹿沢大会

鹿沢スノーエリア

 回転

１本目スタートリスト

--------------------------------------------

Ａコース
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122 0980786 齊藤 瑚子 東　京 成城学園
123 1008581 高田 紗和子 東　京 成城学園
124 0994303 小川 慶都 東　京 成城学園
125 0799001 岡本 恵里奈 逗　子 ショーナンキッズ

ユースK1／ユースK2／ジュニア／成年Ａ／成年Ｂ／成年Ｃ（男子）
151 0989391 滝田 海晴 横　浜 横浜スノーメイツ
152 0946702 小泉 奏一郎 横　浜 横浜スベロー会
153 0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンＳＣ
154 0992966 星加 伊織 川　崎 ウィ！！ＳＣ
155 0952799 朝山 慈之 高体連 桐蔭学園高校
156 0149574 北寒寺 暁 藤　沢 いすゞ藤沢
157 0889275 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ
158 0990180 長野 海渡 横　浜 横浜スベロー会
159 0923769 石田 俊宏 小田原 神奈川雪友ＳＣ
160 0998343 前田 海 中体連 桐蔭学園中学
161 0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ
162 0082386 川村 剛 藤　沢 ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸRC
163 0080313 石塚 俊逸 鎌　倉 三菱電機鎌倉
164 0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川
165 0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所
166 0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ＥＳＤ
167 0103799 島 丈明 川　崎 ＮＥＣＰＦスキー部
168 0051114 三浦 創 厚　木 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
169 0989600 稲葉 健一郎 横　浜 BURST-Y
170 0495262 北條 聖典 相模原 エクセルＳＣ
171 0971082 新海 佑真 高体連 法政第二高校
172 0061030 小黒 龍児 藤　沢 いすゞ藤沢
173 0996216 巻尾 優貴 横　浜 横浜スポーツマン
174 0976984 黒目 敦史 川　崎 東芝スキークラブ
175 0099759 田上 勝詞 横　浜 クラブ・ワン
176 0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそう
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177 0070448 森下 幸司 川　崎 いすゞ川崎
178 0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ
179 0986363 岡村 一彦 厚　木 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
180 0990179 高 愛福 横　浜 バディーＳＣ
181 0914372 鈴木 秀則 藤　沢 ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸRC
182 0988797 久木 正晴 鎌　倉 三菱電機鎌倉
183 0700049 小椋 一矢 横　浜 シーサイド
184 1002298 岡本 典之 逗　子 ショーナンキッズ
185 0996136 藤本 勇 東　京 成城学園
186 0986016 大橋 幸平 兵　庫 姫路レーシングチーム
187 3022577 鈴木 蒼大 東　京 ICI石井スポーツＳＣ
188 1004787 笈川 悠 東　京 成城学園
189 0873661 綿貫 幸男 大　和 横浜スポーツマン
190 0700065 野村 亮太 神奈川 横浜市
191 3018893 鈴木 貴大 東　京 日体大荏原高校
192 0991843 皆川 真潤 東　京 成城学園
193 1004904 西原 優太 東　京 東京都高体連
194 0999574 矢崎 青空 東　京 日体大荏原高校
195 1001648 山崎 晴哉 高体連 茅ヶ崎北稜高校
196 0790028 マーシャル ザッ 長　野 小諸市
197 1001130 水上 潤孝 横　浜 横浜スポーツマン
198 0700058 脇谷 柊司 逗　子 ショーナンキッズ
199 0602901 窪田 大貴 高体連 桐蔭学園高校
200 0790012 福永 裕吾 神奈川 葉山町
201 0987930 田中 慈音 東　京 成城学園
202 0998525 越水 雅弘 東　京 成城学園
203 1004905 目連 宗一郎 東　京 日体大荏原高校
204 1004788 小渋 優斗 東　京 成城学園
205 3021244 石川 海 東　京 日体大荏原高校
206 0790027 戸祭 修平 神奈川 川崎市
207 0992842 髙瀨 恒輔 兵　庫 兵庫県中体連スキー部
208 0790034 齊藤 里玖 東　京 日体大荏原高校
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209 0700056 遠藤 知孝 川　崎 富士通
210 0790033 太田 亮久 長　野 御代田町
211 0790009 栂野 僚 東　京 品川区
212 1004790 守屋 澄加 東　京 成城学園
213 1008582 松原 瑠之介 東　京 成城学園
214 1004786 新井 優太郎 東　京 成城学園
215 0790006 清水 一喜 東　京 成城学園


