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ジュリー テクニカルデータ
技術代表 *** [***] コース名 ダイナミックコース
主審 *** [***] スタート地点 1231m
競技委員長 *** [***] フィニッシュ地点 1134m

標高差 97m
全長 47.5%
最大斜度 12.3%
平均斜度 29.8%

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

未就学児（女子）
1 0799007 松本 流安 横　浜 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂ幼児園

未就学児（男子）
2 0799006 稲葉 淳一郎 横　浜 ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂ幼児園
3 0799010 小島 永大 横　浜 RED BIB

キッズＡ（女子）
4 1011319 竹本 瑚乃 横　浜 BURST-Y
5 0799003 川嶋 彩恵 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ

キッズＡ（男子）
6 1011320 山口 礼滝 横　浜 BURST-Y
7 0799009 小島 綾真 横　浜 RED BIB

キッズＢ（女子）
8 1011318 竹本 夏蓮 横　浜 BURST-Y

キッズＢ（男子）
9 0994830 山口 礼夢 横　浜 BURST-Y

10 0999979 井手田 昊陽 横　浜 BURST-Y
11 0999980 山口 礼恩 横　浜 BURST-Y
12 1001982 松本 流宙 横　浜 BURST-Y
13 0799002 川嶋 佑弥 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ

ユースK1（女子）
21 0981586 末広 恵菜 横　浜 K-Power
22 0710025 瀬戸山 実咲 逗　子 ショーナンキッズ

ユースK2（女子）
23 0963401 瀬戸山 愛 逗　子 ショーナンキッズ
24 0710016 亀山 藍 中体連 桐蔭学園中学

少年女子
25 1005057 大久保 香帆 高体連 法政第二高校
26 0998348 家田 知咲 高体連 慶應湘南藤沢高校
27 0992972 青木 なつみ 高体連 相模女子大高校
28 0998353 加藤 七菜子 高体連 慶應湘南藤沢高校

第１グループ（Ａコース）

第４１回神奈川県民体育大会

アルペン競技会

スノーパーク尾瀬戸倉

 大回転
１本目スタートリスト

--------------------------------------------
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 大回転
１本目スタートリスト

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

29 0981575 猪本 浩香 横　浜 バディーＳＣ
30 0710013 堤 愛理 高体連 慶應湘南藤沢高校
31 0998374 黒坂 恭子 中体連 桐蔭学園中学
32 0973490 丸山 浄音 小田原 アールベルグ
33 0710012 信原 海那 高体連 慶應湘南藤沢高校
34 0996872 渡辺 亜弥乃 横　浜 横浜スベロー会
35 0998363 宮崎 玲奈 高体連 相模女子大高校
36 0998360 能勢 千裕 高体連 相模女子大高校
37 0927174 佐藤 唯 高体連 相模女子大高校
38 0963409 坂本 華音 高体連 相模女子大高校
39 0998383 松尾 絵瑠夢 高体連 相模女子大高校
40 0710003 森田 絢子 高体連 相模女子大高校
41 0710011 松岡 綾音 高体連 慶應湘南藤沢高校
42 1005099 脇口 歩佑子 高体連 相模女子大高校
43 0710005 佐藤 葉月 高体連 相模女子大高校
44 0710006 杉本 雛優 高体連 相模女子大高校
45 0710009 紺田 涼香 高体連 法政第二高校
46 0710010 羽鳥 はる 高体連 法政第二高校
47 0710004 小川 舞香 高体連 相模女子大高校
48 0710014 木村 眞帆 高体連 慶應湘南藤沢高校
49 0710015 廣瀬 莉帆 高体連 慶應湘南藤沢高校
50 0710007 秋田 桃芳 高体連 法政第二高校
51 0710008 川井 多瑛 高体連 法政第二高校
52 3016002 小倉 悠穂 東　京 明大付属明治高校

成年女子Ａ
53 0949088 長澤 美季 学　連 東京理科大学
54 0975978 矢吹 沙梨 学　連 立教大学
55 0940161 松岡 瑞季 学　連 立教大学
56 0946902 原 杏沙花 横　浜 K-LINE SKI CLUB
57 0958948 山﨑 菜々子 横　浜 RED BIB
58 3008941 鴇田 真寿美 学　連 専修大学
59 0936996 菅谷 真悠子 学　連 明治大学

成年女子Ｂ
60 0127109 森川 順子 川　崎 富士通
61 0872078 足立 央 横　浜 シーフェル

成年男子Ｃ
71 0905030 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそう
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72 0873797 小林 伊芙樹 横　浜 シーサイド
73 0893308 青柳 孝行 横　浜 横浜スベロー会
74 0983097 水野 洋一 厚　木 厚木スキークラブ
75 0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ
76 0893586 山下 貴史 横　浜 RED BIB
77 0602001 国峰 昇 神奈川 横浜市
78 0072979 水野 理人 横　浜 横浜スベロー会
79 0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ＥＳＤ
80 0999973 佐藤 一道 横　浜 横浜市役所スキー部
81 0053412 山崎 孝広 相模原 スキークラブカメ
82 0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンＳＣ
83 0983095 佐藤 洋文 横　浜 K-Power
84 0914413 比留間 悟 逗　子 ショーナンキッズ
85 0140426 深栖 久孝 平　塚 小松スキー部
86 0903750 植田 義人 横　浜 横浜スベロー会
87 0986363 岡村 一彦 厚　木 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
88 0110012 畑 国博 横　浜 横浜スベロー会
89 0948034 高野 拓也 川　崎 東芝スキークラブ
90 0094271 中村 英樹 川　崎 ＮＥＣ玉川
91 0995394 吉田 暁洋 川　崎 富士通
92 0017843 永島 正時 川　崎 三菱ふそう
93 0149574 北寒寺 暁 藤　沢 いすゞ藤沢
94 0946757 佐藤 哲夫 横　浜 RED BIB
95 0051114 三浦 創 厚　木 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
96 0070448 森下 幸司 川　崎 いすゞ川崎
97 0917227 今村 郁男 足　柄 テルモ
98 0914372 鈴木 秀則 藤　沢 ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸRC
99 0068612 上田 和宏 川　崎 東芝スキークラブ

100 0700060 帰山 誠人 神奈川 横浜市
101 0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
102 0893587 田中 泰司 横　浜 RED BIB
103 0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそう
104 0099759 田上 勝詞 横　浜 クラブ・ワン
105 0952768 深澤 潤 川　崎 三菱ふそう
106 0891375 江部 広治 川　崎 富士通
107 0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン
108 0799001 川嶋 克幸 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
109 0480678 岡本 晋二郎 厚　木 ｽﾉｰﾌﾚｲｸｽSC
110 0799004 喜多 敦 神奈川 横浜市
111 0700055 世良 雄一郎 川　崎 MOTION
112 0950019 竹本 健一 横須賀 横須賀市役所
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113 0023026 河口 紘太朗 横　浜 K-LINE SKI CLUB
114 0799011 三明 拓也 神奈川 チームラッシュ
115 0315606 野崎 秀明 神奈川 横浜市
116 0700068 川嶋 一誠 横　浜 K-LINE SKI CLUB
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--------------------------------------------

ユースK1（男子）
121 0700049 小椋 一矢 横　浜 シーサイド
122 0989600 稲葉 健一郎 横　浜 BURST-Y
123 0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ
124 1002247 福岡 環 横　浜 バディーＳＣ

ユースK2（男子）
125 0991849 奥仲 柊 横　浜 バディーＳＣ
126 1002249 福岡 留圭 横　浜 バディーＳＣ
127 0970640 二ノ宮 渓 相模原 スキークラブカメ
128 1005018 竹本 健星 中体連 桐蔭中教中学
129 0700041 後藤 悠寿 中体連 桐蔭学園中学
130 0700058 脇谷 柊司 逗　子 ショーナンキッズ
131 0700045 中島 大 中体連 桐蔭中教中学
132 0700043 矢口 琢磨 中体連 桐蔭学園中学
133 0700042 正西 賢将 中体連 桐蔭学園中学

成年男子Ｂ
134 0125346 鈴木 祐太 川　崎 ラパネージュSC
135 0875964 清水 宏康 相模原 ヴィヴァント
136 7990005 奥村 英樹 神奈川 横浜市
137 0799008 戸祭 修平 神奈川 川崎市
138 0931585 村野 文彬 横　浜 RED BIB
139 0700069 鈴木 裕介 横　浜 K-LINE SKI CLUB

成年男子Ａ
140 0965144 石渡 健 学　連 慶應義塾大学
141 0700059 中井 悠斗 学　連 専修大学
142 3011819 山田 大雅 学　連 慶應義塾大学
143 0963408 坂本 嵐士 横　浜 K-Power
144 0992966 星加 伊織 川　崎 ウィ！！ＳＣ
145 0942090 杉本 啓典 学　連 神奈川大学
146 0975951 露木 和秀 学　連 神奈川大学
147 0964842 石川 友貴 横　浜 RED BIB
148 0700066 栂野 僚 神奈川 慶應ラシャ―ルSC
149 0700065 福永 裕吾 神奈川 慶應ラシャ―ルSC
150 0962626 川崎 伊賢 学　連 神奈川大学
151 0972446 天川 直紀 学　連 神奈川大学

第２グループ（Ｂコース）
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少年男子
152 0998380 寺上 大樹 中体連 桐蔭学園中学
153 0983096 水野 秀春 厚　木 厚木スキークラブ
154 0971082 新海 佑真 高体連 法政第二高校
155 0998354 川口谷 涼 高体連 法政第二高校
156 1005080 田中 陽也 高体連 法政第二高校
157 0992979 星野 佑汰 高体連 法政第二高校
158 0970196 橋本 岳 高体連 桐蔭中教高校
159 1001781 堀江 宥豪 中体連 関東学院中学
160 0952799 朝山 慈之 高体連 桐蔭学園高校
161 1002248 福岡 空 横　浜 バディーＳＣ
162 0700035 岡野 圭悟 高体連 慶應湘南藤沢高校
163 0989391 滝田 海晴 横　浜 横浜スノーメイツ
164 0998350 板倉 孝樹 高体連 慶應湘南藤沢高校
165 0976524 野口 光太 高体連 荏田高校
166 1001780 岡本 瑛澄 高体連 桐蔭中教高校
167 1005071 神津 幸秀 高体連 慶應義塾高校
168 1005098 吉﨑 健司 高体連 慶應義塾高校
169 1005056 石黒 元也 高体連 慶應義塾高校
170 1005101 渡邉 有将 高体連 法政第二高校
171 0700036 片山 晧翔 高体連 慶應湘南藤沢高校
172 1005081 玉井 晧貴 高体連 法政第二高校
173 1006895 山中 柊弥 高体連 慶應義塾高校
174 1005087 長岡 亮汰 高体連 法政第二高校
175 1005082 土田 智也 高体連 法政第二高校
176 0985986 寺田 睦希 高体連 桐蔭中教高校
177 1005079 田澤 克樹 高体連 法政第二高校
178 1006894 東出 教若 高体連 慶應義塾高校
179 1005075 鈴木 陽人 高体連 法政第二高校
180 1005091 濵 伊織 高体連 法政第二高校
181 1005063 小畑 智暉 高体連 慶應義塾高校
182 1005078 武井 一 高体連 法政第二高校
183 1005061 岡澤 翔太 高体連 慶應義塾高校
184 1005070 黒川 優樹 高体連 法政第二高校
185 1005067 菊池 裕貴 高体連 慶應義塾高校
186 0998367 ｱｲﾘｯｼｭ 彰音 高体連 桐蔭学園高校
187 1005066 菊地 拓人 高体連 慶應義塾高校
188 1005058 大塚 健太 高体連 慶應義塾高校
189 1007364 大隅 智立 高体連 慶應義塾高校
190 0700026 鈴木 海斗 高体連 桐蔭学園高校
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191 1005069 倉成 優介 高体連 慶應義塾高校
192 1005083 露木 貴晟 高体連 法政第二高校
193 1005100 渡辺 陽斗 高体連 慶應義塾高校
194 1005055 阿部 凌太郎 高体連 慶應義塾高校
195 0998381 福田 宗眞 中体連 桐蔭学園中学
196 0602901 窪田 大貴 高体連 桐蔭学園高校
197 0700013 冨永 知嵩 高体連 慶應義塾高校
198 1001648 山崎 晴哉 高体連 茅ヶ崎北稜高校
199 0700009 大内 貴仁 高体連 慶應義塾高校
200 0700020 矢﨑 亮太 高体連 慶應義塾高校
201 0700016 満井 友翔 高体連 慶應義塾高校
202 0700008 石上 遊規 高体連 慶應義塾高校
203 1011317 坂本 良太 横　浜 K-Power
204 0700039 福永 修吾 高体連 慶應湘南藤沢高校
205 0700021 柳 慎太郎 高体連 慶應義塾高校
206 0957494 荻原  洸大 相模原 ﾆｺﾆｺｴﾝｼﾞｮｲSC
207 0700030 松村 紘玖 高体連 桐蔭学園高校
208 0700017 南 雄太 高体連 慶應義塾高校
209 0700010 岡 麿秀 高体連 慶應義塾高校
210 0700006 荒井 隼太郎 高体連 慶應義塾高校
211 0700033 小林 隼 高体連 法政第二高校
212 0700027 金澤 秀星 高体連 桐蔭学園高校
213 0700038 寺田 集人 高体連 慶應湘南藤沢高校
214 0700029 田中 星地 高体連 桐蔭学園高校
215 0700015 三浦 丙都 高体連 慶應義塾高校
216 0700007 粟井 俊介 高体連 慶應義塾高校
217 0700012 反町 柊斗 高体連 慶應義塾高校
218 0700034 美柑 俊輔 高体連 法政第二高校
219 0700019 八木 優典 高体連 慶應義塾高校
220 0992977 廣瀬 優季 高体連 法政第二高校
221 0700005 竹内 廉人 高体連 慶應義塾高校
222 0700011 須藤 芳永 高体連 慶應義塾高校
223 0700014 西仲 崇瑛 高体連 慶應義塾高校
224 0700067 小幡 哲大 高体連 慶應義塾高校
225 0700018 宮下 大 高体連 慶應義塾高校


