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Bib FISNO Name(氏名） Name(ｶﾅ） Nation(県名） Team(所属) FIS_GSﾎﾟｲﾝﾄ

1 308209 牧野 桃 ﾏｷﾉ ﾓﾓ 学連 専修大学 45.69

2 308057 勝正 雪乃 ｶﾂﾏｻ ﾕｷﾉ 三重 名古屋学芸大学 76.68

3 308300 太田 朱里 ｵｵﾀ ｱｶﾘ 長野 白馬高校 59.63

4 308214 小嶋 咲良 ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ 学連 法政大学 61.02

5 308104 髙橋 和花菜 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 学連 日本大学 49.07

6 308114 大野 彩佳 ｵｵﾉ ｱﾔｶ 学連 日本体育大学 80.02

7 308420 根石 陽菜乃 ﾈｲｼ ﾋﾅﾉ 岡山 朝日塾中等教育学校 81.79

8 307385 中澤 真緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｵ 三重 森川建設SC 41.43

9 308144 坂東 楓 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｴﾃﾞ 学連 専修大学 76.05

10 308388 上嶋 悠花 ｳｴｼﾏ ﾊﾙｶ 富山 富山第一高校 83.56

11 308380 小栁 花梨 ｺﾔﾅｷﾞ ｶﾘﾝ 長野 飯山高校 63.84

12 307947 富井 雪奈 ﾄﾐｲ ﾕｷﾅ 学連 東海大学 35.17

13 307554 原 杏沙花 ﾊﾗ ｱｽｶ 神奈川 K-LINE SKI CLUB 81.31

14 308412 井上 聖 ｲﾉｳｴ ﾋｼﾞﾘ 京都 福知山成美高校 85.70

15 308222 若月 夕果 ﾜｶﾂｷ ﾕｳｶ 学連 東海大学 47.89

16 308384 佐藤 穂 ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 山形 九里学園 86.54

17 308389 宇津宮 楓華 ｳﾂﾐﾔ ﾌｳｶ 岐阜 飛騨高山高校 87.78

18 308035 井谷 梓 ｲﾀﾆ ｱｽﾞｻ 学連 京都産業大学 90.75

19 308482 遠藤 なな ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ 山形 九里学園 91.58

20 308321 笹川 泉 ｻｻｶﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 大阪 追手門学院大手前高校 95.31

21 308139 森口 ひかり ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 学連 同志社大学 96.68

22 308465 池見 萌 ｲｹﾐ ﾓｴ 福井 福井工業大学附属福井高校 96.78

23 308385 清水 優奈 ｼﾐｽﾞ ﾕﾅ 長野 飯山高校 102.36

24 308207 齋藤 きらり ｻｲﾄｳ ｷﾗﾘ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 106.49

25 308517 上條 蓮奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚﾝﾅ 東京 東京女子学院高等学校 115.91

26 308444 中屋 柚花 ﾅｶﾔ ﾕｽﾞｶ 岐阜 岐阜第一高校 117.58

27 308455 上嶋 梓紗 ｳｴｼﾏ ｱｽﾞｻ 富山 富山第一高校 119.65

28 308463 谷口 綾 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔ 岐阜 飛騨神岡高校 123.44

29 308136 中俣 美咲 ﾅｶﾏﾀ ﾐｻｷ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ 128.25

30 308198 麥島 凜乃 ﾑｷﾞｼﾏ ﾘﾝﾉ 学連 中京大学 131.63

31 308360 市村 菜々香 ｲﾁﾑﾗ ﾅﾅｶ 学連 同志社大学 138.62

32 308275 島田 香梨 ｼﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 学連 岐阜大学 145.51

33 308496 北川 愛梨 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｲﾘ 石川 鶴来高校 146.69

34 308185 宮本 理央 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｵ 学連 中央大学 148.95

35 308498 髙橋 未羽 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ 東京 日本工業大学駒場高校 151.34

36 308458 小椋 愛花 ｵｸﾞﾗ ｱｲｶ 長野 飯山高校 158.44

37 308262 山田 果歩 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ 静岡 富士宮スキー協会 163.03

38 308494 清水 陽 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 群馬 嬬恋高校 178.27

39 308409 澤口 茉由 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏﾕ 群馬 沼田女子高校 178.59

40 308404 割出 早稀 ﾜﾘﾀﾞｼ ｻｷ 石川 星稜高校 180.33

41 308436 田口 真帆 ﾀｸﾞﾁ ﾏﾎ 東京 日本大学鶴ヶ丘高等学校 187.33

42 308454 細江 友香 ﾎｿｴ ﾕｳｶ 岐阜 飛騨神岡高校 188.80

43 308518 秋山 采花 ｱｷﾔﾏ ｱﾔｶ 静岡 加藤学園高等学校 216.61

44 308457 原 彩葵 ﾊﾗ ｱﾔｷ 福井 福井工業大学附属福井高校 238.59

45 307888 今村 優希 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 学連 同志社大学
46 308479 福島 幸歩 ﾌｸｼﾏ ｻﾁﾎ 青森 東奥義塾高校
47 308514 谷 優希乃 ﾀﾆ ﾕｷﾉ 京都 京都光華高校
48 308357 森本 杏麗 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝﾘ 滋賀 近江兄弟社高校
49 308434 福島 みのり ﾌｸｼﾏ ﾐﾉﾘ 山梨 山梨県立北杜高等学校

50 308367 市田 理子 ｲﾁﾀﾞ ﾘｺ 学連 同志社大学

第１戦  女子 GS

ほおのき平ジャイアントスラローム大会
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