
Ｋ２　女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

戸倉ｽｷｰ場GSﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺｰｽ
主審 柴田　和浩 [東京] スタート地点 1394.1m

フィニッシュ地点 1134.1m
競技委員長 三浦　幸治 [群馬] 標高差 260m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-65/93

１本目
コースセッター 渡辺　一彦 [群馬]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ 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

101 3022522 上村 侑良 新潟 塩沢中学校
102 3019370 細江 友香 岐阜 萩原北中学校
103 3021388 田中 麗奈 神奈川 日本女子大学附属中学
104 3020607 萩原 柚夏 群馬 片品中学校
105 3020025 上條 蓮奈 東京 八王子市立第七中学校
106 3019843 小野塚 心美 新潟 まつのやま学園
107 3022256 喜地 真鈴 東京 都市大等々力
108 3021015 熊田 歩華 群馬 群馬大学附属中学校
109 3020608 星野 そよ風 群馬 片品中学校
110 3020610 吉野 実和 群馬 片品中学校
111 3020609 吉野 芹香 群馬 片品中学校
112 3021322 田苗 優希 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC
113 3021386 滝内 瑠彩 東京 千歳中学校
114 3022336 仁木 櫻子 埼玉 埼玉大学附属中学校
115 3019567 恩田 寛子 長野 飯綱中学校
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 大回転
１本目スタートリスト
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ｽﾀｰﾄ 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

116 3022889 中島 さくら 東京 光塩女子学院中学校
117 3023275 下田 陽華 東京 青山学院中等部
118 3020152 東 伊織 東京 晃華学園中学校
119 3020742 谷口 陽向 岐阜 古川中学校
120 3021900 稲垣 海咲 東京 つくし野中学校
121 3022566 宇田川 雅 東京 玉川学園中学部
122 3020181 森井 華 東京 白百合学園中学校
123 3022260 野上 千尋 東京 学習院女子中等科
124 3022085 岡村 若奈 群馬 長野原西中学校
125 3022545 諸 明日香 埼玉 三尻中学校
126 3023616 長尾 日環 東京 大妻中学校
127 3024376 堀江 花南 東京 石井スポーツSC
128 3023197 柿沼 香凛 群馬 高崎佐野中学校
129 3022978 森 きなり 神奈川 ショーナン・キッズ
130 3021898 伊藤 ゆかり 東京 国立音楽大学附属中学
131 3024377 堀江 和香 東京 石井スポーツSC
132 3023367 森泉 媛乃 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
133 3022255 桂 唯夏 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ
134 3023274 北條 杏奈 東京 青山学院中等部
135 3024351 牧山 英梨 東京 早稲田実業学校中等部
136 3024114 清水 悠卯 神奈川 ショーナン・キッヅ
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