
FISNO 氏名漢 氏名ｶﾅ 県連盟 FIS_SLﾎﾟｲﾝﾄ SAJ_SLﾎﾟｲﾝﾄ 所属 所属名ｶﾅ
1 307009 蓮見 小奈津 ﾊｽﾐ ｺﾅﾂ 北海道 33.30 37.40 ﾃﾞﾝｿｰ北海道 ﾃﾞﾝｿｰﾎｯｶｲﾄﾞｳ
2 308013 若月 新 ﾜｶﾂｷ ｱﾗﾀ 学連 34.43 23.24 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
3 307947 富井 雪奈 ﾄﾐｲ ﾕｷﾅ 学連 37.45 10.05 東海大学 ﾄｳｶｲﾀﾞｲｶﾞｸ
4 307704 荒井 美桜 ｱﾗｲ ﾐｵ 福岡 38.47 31.43 ｻﾝﾐﾘｵﾝSC ｻﾝﾐﾘｵﾝｴｽｼｰ
5 307916 片桐 麻海 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｻﾐ 学連 43.49 43.49 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

6 307120 新井 真季子 ｱﾗｲ ﾏｷｺ 岐阜 43.73 17.72 岐阜日野自動車SC ｷﾞﾌﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7 308304 渡邉 愛蓮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾚﾝ 長野 44.07 17.39 長野俊英高校 0
8 307601 石橋 未樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾐｷ 北海道 47.46 32.73 ｶﾞｽﾜﾝｽｷｰﾁｰﾑ ｶﾞｽﾜﾝｽｷｰﾁｰﾑ

9 307782 田村 みのり ﾀﾑﾗ ﾐﾉﾘ 学連 49.16 16.16 慶応義塾大学 ｹｲｵｳｷﾞｼﾞｭｸﾀﾞｲｶﾞｸ

10 307603 小番 聖夏 ｺﾂｶﾞｲ ｾｲｶ 栃木 55.57 24.63 宇都宮スキークラブ 0
11 308075 宮澤 莉央 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ 学連 59.28 29.58 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

12 308020 前田 茉里乃 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾘﾉ 学連 61.25 24.34 松本大学 ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲｶﾞｸ
13 308224 前田 理利 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾘ 北海道 65.58 31.74 小樽双葉高校 0
14 308289 清水 小春 ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾙ 富山 66.37 33.74 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

15 307820 高田 栞里 ﾀｶﾀﾞ ｼｵﾘ 学連 68.02 35.02 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ

16 307808 秦 麗ら ﾊﾀ ｳﾗﾗ 学連 68.29 34.94 日本体育大学 ﾆｯﾎﾟﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸ

17 308119 佐伯 望 ｻｴｷ ﾉｿﾞﾐ 学連 70.48 39.94 東海大学スキー部 0
18 307900 髙田 空色 ﾀｶﾀﾞ ｱｵｲ 学連 73.43 41.84 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
19 307385 中澤 真緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｵ 三重 76.36 44.97 水谷ﾓﾃﾞﾙSC ﾐｽﾞﾀﾆﾓﾃﾞﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ

20 308287 横尾 彩乃 ﾖｺｵ ｱﾔﾉ 栃木 81.26 45.19 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

21 308238 干川 美空 ﾎｼｶﾜ ﾐｸ 栃木 81.53 127.37 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

22 308379 小林 ひかり ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ 長野 82.07 59.67 長野俊英高校 0
23 308236 鈴木 英 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ 栃木 83.30 53.42 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

24 308405 保坂 花 ﾎｻｶ ﾊﾅ 長野 86.49 74.11 長野俊英高校 0
25 307904 小川 あかり ｵｶﾞﾜ ｱｶﾘ 学連 88.20 54.13 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
26 308005 五十嵐 倭子 ｲｶﾗｼ ﾜｺ 学連 92.84 48.89 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

27 308302 小林 美桜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 長野 93.19 59.94 佐久長聖高校 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳｺｳ

28 308094 上村 仁華 ｶﾐﾑﾗ ﾆｶ 学連 95.33 54.72 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

29 307999 難波 遠望 ﾅﾝﾊﾞ ﾄｵﾐ 愛知 95.96 74.24 CLUB Doing ｸﾗﾌﾞﾄﾞｰｲﾝｸﾞ
30 308324 市村 さくら ｲﾁﾑﾗ ｻｸﾗ 群馬 99.86 73.85 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
31 308104 髙橋 和花菜 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 学連 103.90 89.25 日本大学 ﾆﾎﾝﾀﾞｲｶﾞｸ
32 308299 桾澤 春華 ｸﾞﾐｻﾞﾜ ﾊﾙｶ 新潟 107.02 77.14 六日町高校 ﾑｲｶﾏﾁｺｳｺｳ
33 308213 大西 珠巴 ｵｵﾆｼ ﾀﾏﾊ 学連 108.93 76.82 法政大学 ﾎｳｾｲﾀﾞｲｶﾞｸ
34 308214 小嶋 咲良 ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 長野 114.59 94.53 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
35 308301 伊藤 麻理乃 ｲﾄｳ ﾏﾘﾉ 長野 117.23 85.11 小海高校 ｺｳﾐｺｳｺｳ
36 308215 吉野 恵実 ﾖｼﾉ ﾒｸﾞﾐ 長野 119.24 85.20 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
37 308372 阿部 きさら ｱﾍﾞ ｷｻﾗ 栃木 121.12 93.17 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

38 308188 田中 凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 石川 124.22 92.76 星稜高校 ｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ
39 308392 山田 雪菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 富山 129.20 103.15 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

40 308185 宮本 理央 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵ 富山 132.08 100.17 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

41 307968 石渡 実香 ｲｼﾜﾀ ﾐｶ 学連 135.27 87.94 青山学院大学 ｱｵﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

42 308211 川原 穂乃果 ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ 長野 135.79 102.79 長野吉田高校 ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳｺｳ
43 308285 中村 真緒 ﾅｶﾑﾗ ﾏｵ 岐阜 147.72 108.74 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ
44 308386 鈴木 杏 ｽｽﾞｷ ｱﾝ 栃木 148.63 124.35 足利大附属高校 ｱｼｶｶﾞﾀﾞｲﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

45 308217 小林 舞桜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 長野 149.48 115.77 佐久長聖高校 ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳｺｳ

46 308335 熊本 心優 ｸﾏﾓﾄ ｺｺﾅ 鳥取 150.59 124.69 鳥取城北高等学校 0
47 308139 森口 ひかり ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 学連 152.77 136.99 同志社大学 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲｶﾞｸ
48 308202 早川 理香子 ﾊﾔｶﾜ ﾘｶｺ 福井 157.41 123.57 福井工業大附属福井高 ﾌｸｲｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾌｸｲｺｳ

49 308057 勝正 雪乃 ｶﾂﾏｻ ﾕｷﾉ 三重 157.76 99.92 名古屋学芸大学 0
50 308385 清水 優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 長野 172.62 147.59 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
51 308212 志村 可乃 ｼﾑﾗ ｶﾉ 長野 183.10 131.54 中野立志館高校 ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳｺｳ

52 308043 矢吹 沙梨 ﾔﾌﾞｷ ｻﾘｰ 学連 185.09 149.02 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
53 308380 小栁 花梨 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾘﾝ 長野 191.27 166.24 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
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54 308223 清野 愛海 ｾｲﾉ ｱｲﾐ 北海道 194.93 113.80 小樽双葉高校 0
55 308325 黒岩 咲 ｸﾛｲﾜ ｻｷ 群馬 198.44 173.41 嬬恋高校 ﾂﾏｺﾞｲｺｳｺｳ
56 308393 山本 紗羽 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾜ 長野 201.14 159.04 飯山高校 ｲｲﾔﾏｺｳｺｳ
57 308286 二村 優月 ﾌﾀﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 岐阜 208.26 152.54 飛騨高山高校 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｺｳｺｳ
58 308270 関戸 あおい ｾｷﾄﾞ ｱｵｲ 愛知 211.01 158.99 愛工大名電高等学校 ｱｲｺｳﾀﾞｲﾒｲﾃﾞﾝｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ

59 307940 加藤 まなほ ｶﾄｳ ﾏﾅﾎ 学連 267.42 186.39 立教大学 ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ
60 308362 大藤 愛 ｵｵﾄﾞｳ ｱｲ 福井 276.24 235.17 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ
61 308246 西田 れいあ ﾆｼﾀﾞ ﾚｲｱ 東京 308.28 171.41 中央大学附属高校 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｶﾞｸﾌｿﾞｸｺｳｺｳ

62 308404 割出 早稀 ﾜﾘﾀﾞｼ ｻｷ 石川 309.88 246.45 星稜高校 ｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ
63 308136 中俣 美咲 ﾅｶﾏﾀ ﾐｻｷ 東京 503.64 229.46 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 0
64 308138 間瀬 麻日 ﾏｾ ｱｻﾋ 学連 555.33 274.93 学習院大学 ｶﾞｸｼｭｳｲﾝﾀﾞｲｶﾞｸ

65 308306 楠本 夏花 ｸｽﾓﾄ ﾅﾂｶ 東京 108.76 東洋英和女学院高校 ﾄｳﾖｳｴｲﾜｼﾞｮｶﾞｸｲﾝｺｳｺｳ

66 308375 金井 渚 ｶﾅｲ ﾅｷﾞｻ 新潟 131.22 六日町高校 ﾑｲｶﾏﾁｺｳｺｳ
67 308388 上嶋 悠花 ｳｴｼﾏ ﾊﾙｶ 富山 141.50 富山第一高校 ﾄﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ

68 308283 渡邊 千桃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾄｾ 岐阜 161.46 岐阜第一高校 ｷﾞﾌﾀﾞｲｲﾁｺｳｺｳ
69 308288 中西 凜 ﾅｶﾆｼ ﾘﾝ 京都 186.22 京都光華高校 ｷｮｳﾄｺｳｶｺｳｺｳ
70 308420 根石 陽菜乃 ﾈｲｼ ﾋﾅﾉ 岡山 186.49 朝日塾中等教育学校 ｱｻﾋｼﾞｭｸﾁｭｳﾄｳｷｮｳｲｸｶﾞｯｺｳ

71 308411 久保 乃愛 ｸﾎﾞ ﾉｱ 福井 192.46 福井工業大学附属福井高校 0
72 308329 德重 舞 ﾄｸｼｹﾞ ﾏｲ 東京 197.40 十文字高校 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｺｳｺｳ
73 308412 井上 聖 ｲﾉｳｴ ﾋｼﾞﾘ 京都 215.49 福知山成美高校 ﾌｸﾁﾔﾏｾｲﾋﾞｺｳｺｳ

74 308397 山田 呼夏 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾅﾂ 富山 215.54 砺波工業高等学校 ﾄﾅﾐｺｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ

75 308427 関本 美汐 ｾｷﾓﾄ ﾐﾕ 東京 226.18 日本体育大学荏原高校 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸﾀﾞｲｶﾞｸｴﾊﾞﾗｺｳｺｳ

76 308423 宮崎 愛 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ 福井 245.33 大野高校 ｵｵﾉｺｳｺｳ


