
ジュリー テクニカルデータ
コース名

大松山チャンピオンコース
標高差 0m

１本目
コースセッター

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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 山本雅美 神戸大学1年
2 新谷佳子 川崎医科大学1年
3 鈴木日菜 藤田保健衛生大学1年
4 片岡梨紗子 名古屋大学1年
5 藤本さやか 愛媛大学1年
6 北村陽奈 福岡大学1年
7 大城葵 兵庫医科大学1年
8 前田七海 山口大学1年
9 八田日菜子 関西医科大学1年

10 猪木蘭 近畿大学1年
11 淵本綾 香川大学1年
12 前田杏樹 大阪医科大学1年
13 紀平陽香 愛知医科大学1年
14 池田季菜子 金沢医科大学1年
15 今村真悠 岡山大学1年
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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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 神田萌絵 岐阜大学1年
17 納谷はるか 山口大学1年
18 武田茉莉亜 愛媛大学1年
19 平野園子 神戸大学1年
20 高橋里奈 愛知医科大学1年
21 山口真理子 大阪医科大学1年
22 木村悠希 川崎医科大学1年
23 平山沙季 兵庫医科大学1年
24 真田知佳 岡山大学1年
25 内田夏希 近畿大学1年
26 王谷朱里 金沢医科大学1年
27 上野温代 岐阜大学2年
28 安齋怜 香川大学1年
29 大澤加奈子 関西医科大学1年
30 崎田有紀 山口大学1年
31 葛城友梨香 金沢医科大学1年
32 松村朱夏 愛媛大学1年
33 川村瑠璃海 大阪医科大学1年
34 中原千晶 金沢医科大学1年
35 藤尾真依子 大阪医科大学1年
36 西本裕加 金沢医科大学1年
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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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 池内綾介 岡山大学1年
2 磯村直紀 金沢大学1年
3 渡邉晃史 福井大学1年
4 吉本台 大阪大学1年
5 森下平太 兵庫医科大学1年
6 木村悠 川崎医科大学1年
7 香月太郎 金沢医科大学1年
8 中野雄斗 和歌山県立医科大学1 
9 田中駿助 山口大学1年

10 寺元皓太朗 大阪市立大学1年
11 内田雅文 大阪医科大学1年
12 保手浜裕之 鳥取大学1年
13 嶋田和也 関西医科大学1年
14 米谷和馬 香川大学1年
15 鈴木悠太 名古屋大学1年
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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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 阿部晃大 岐阜大学1年
17 丸野皓平 京都大学1年
18 吉田幸平 藤田保健衛生大学1年
19 成瀬兼人 名古屋市立大学1年
20 木村浩史 福井大学1年
21 赤塚晋太郎 関西医科大学1年
22 原将輝 兵庫医科大学1年
23 安田創 岐阜大学1年
24 井上拓海 名古屋大学1年
25 東大貴 京都大学1年
26 金戸義史 金沢医科大学1年
27 中澤充樹 名古屋市立大学1年
28 佐藤教裕 金沢大学1年
29 青木雅美 大阪大学1年
30 向井健人 香川大学1年
31 石川偉一郎 岡山大学1年
32 森谷崇 大阪医科大学1年
33 森康介 和歌山県立医科大学1 
34 福田恭彦 鳥取大学1年
35 江里悠哉 岡山大学1年
36 高波博 金沢医科大学1年
37 尾﨑宗海 名古屋大学1年
38 前川翔平 金沢大学1年
39 五味和馬 兵庫医科大学1年
40 廣瀬光輝 名古屋市立大学1年
41 高鳥裕也 京都大学1年
42 依岡良往 大阪医科大学1年
43 山内豊 香川大学1年
44 古谷英之 関西医科大学1年
45 栗原侑生 岡山大学1年
46 梅本雄太 金沢大学1年
47 中原征宣 大阪医科大学1年
48 永澤慶太郎 金沢医科大学1年
49 大浦琢巨 京都大学1年
50 杉貴臣 岡山大学1年
51 南宗一郎 大阪医科大学1年
52 宮川弘亮 金沢大学1年
53 福田一樹 金沢医科大学1年
54 薮内寛幸 大阪医科大学1年
55 齋藤僚太郎 金沢大学1年
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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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

56 石川聖太郎 金沢大学1年
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