
Rank 競技者コード 氏名 協会 所属 ＳＬポイント

1 0907807 川本 莉愛 小田原 小田原スポーツマン 0.00

2 0949088 長澤 美季 神奈川 厚木市 39.46

3 0127109 森川 順子 川　崎 富士通スキー部 60.93

4 0946902 原 杏沙花 横　浜 K-LINE SKI CLUB 70.04

5 3019129 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校 114.36

6 0999913 細田 光希 高体連 白鵬女子高校 129.31

7 0996872 渡辺 亜弥乃 高体連 白鵬女子高校 134.62

8 1020981 家田 理咲 高体連 慶應湘南藤沢高校 139.05

9 0998310 宇井 みのり 厚　木 厚木スキークラブ 153.82

10 1005177 田中 麗奈 逗　子 ショーナンキッズ 161.61

11 0963401 瀬戸山 愛 高体連 相模女子大高校 174.39

12 1010804 川井 多瑛 横　浜 K-Power 195.72

13 1007282 田口 真帆 神奈川 日本大学鶴ケ丘高校 198.46

14 3021365 山岸 佳歩 高体連 光陵高校 203.66

15 0998374 黒坂 恭子 高体連 桐蔭学園高校 214.06

16 1032745 小要 かれん 高体連 日本女子大学附属高校 235.92

17 1005176 田中 彩貴 高体連 日本女子大学付属高校 251.05

18 1021702 三明 良子 藤　沢 藤沢スキークラブ 256.01

19 1021066 笹本 莉央 高体連 慶應湘南藤沢高校 263.88

20 0302251 福井 利菜 逗　子 ショーナンキッズ 267.56

21 1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会 270.50

22 0994956 大山 さくら 高体連 相模女子大高校 270.55

23 1021070 森泉 媛乃 中体連 桐蔭中教中学 274.42

24 1010856 高嶋 瞳 高体連 法政第二高校 308.45

25 1011730 加藤 レイネ 横　浜 横浜スポーツマン 312.47

26 1021067 野口 七海 高体連 慶應湘南藤沢高校 323.39

27 0996212 大村 瑞佳 高体連 相模女子大高校 350.43

28 1005104 亀山 藍 高体連 桐蔭学園高校 391.08

29 1005111 西川 愛蘭 高体連 法政第二高校 418.42

30 0998379 髙橋 沙英 高体連 法政第二高校 436.21

31 3024318 貝原 萌衣 高体連 桐蔭学園高校 465.37

32 0998377 鈴木 彩音 高体連 法政第二高校 466.24

33 1010863 余郷 惟 高体連 桐光学園高校 534.17

34 1032308 杉山 千和 高体連 相模女子大高校 619.39

35 1040115 山本 知穂 高体連 相模女子大高校 666.78

36 1032379 小塩 一紗 高体連 相模女子大高校 755.68
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37 1032312 大澤 凜花 高体連 相模女子大高校 832.57

38 1032310 三枝 優季 高体連 相模女子大高校 906.34

39 1040119 青木 詩乃 高体連 相模女子大高校 939.41

40 1040117 山田 心春 高体連 相模女子大高校 1160.18

0039350 西嶋 照紗 逗　子 ショーナンキッズ

0041803 高橋 由起 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ

0048250 世良 利香 川　崎 富士通スキー部

0053090 永吉 未央子 川　崎 ウィ！！スキークラブ

1009801 島田 リリア 逗　子 ショーナンキッズ

1009807 渡邉 美裕 中体連 法政大学第二中学

1010109 堀江 莉颯 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

1010243 瀬戸山 実咲 逗　子 ショーナンキッズ

1011732 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマン

1029069 吉田 祥子 横　浜 K-LINE SKI CLUB

1029314 黒川 悠文 鎌　倉 三菱電機大船スキー部

1031083 飯田 理津子 中体連 法政大学第二中学

1039105 樋口 七海 高体連 法政第二高校

1039145 弦巻 佳夢 逗　子 ショーナンキッズ

1040118 福岡 沙彩 高体連 相模女子大高校

1040575 平井 碧 厚　木 ソニー厚木ＳＣ

0710001 和南城 友桜 高体連 関東学院高校

0710003 滝田 怜奈 学　連 秋田大学競技スキー部
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