
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 富井　剛志 [長野] コース名

大松山チャンピオンコース
主審 前澤　彰裕 [長野] スタート地点 1641m
副審 松沢　剛 [長野] フィニッシュ地点 1341m
競技委員長 上平　茂幸 [長野] 標高差 300m

全長 1183m
ホモロゲーションNo. SAJ30-GS-41/88

コースセッター 山崎　真喜 [長野]
前走者 - A - 小池　岳太 [JPS]
前走者 - B - 本堂　杏実 [JPS]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

1 03020494 大西 美琴 長野 戸隠小学校
2 03020815 小山 紗於里 長野 王滝小学校
3 03020350 中村 凛々花 長野 北山小学校
4 03019686 中澤 なつき 愛知 南山大学附属小学校
5 03021307 松沢 悠那 長野 白馬北小学校
6 03021312 山田 紗羽 長野 白馬北小学校
7 03020504 笹岡 蒼心 長野 野沢温泉小学校
8 03021301 德武 芽吹 長野 白馬南小学校
9 03021302 渡部 栞子 長野 白馬南小学校

10 03019291 河野 沙彩 長野 飯山小学校
11 03019392 山本 椿 長野 木島平小学校
12 03019395 寺平 椎菜 長野 木祖小学校
13 03019584 山下 りこぼ 長野 白馬南小学校
14 03020491 深澤 ひなた 長野 小谷小学校
15 03020517 宮尾 百寧 長野 山ﾉ内東小学校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

16 03020557 佐藤 幸春 長野 城東小学校
17 03019197 丸山 佳織 長野 小谷小学校
18 03020510 富井 瑠菜 長野 野沢温泉小学校
19 03020511 松尾 雫 長野 野沢温泉小学校
20 03017873 藤原 雪乃 長野 小谷体協
21 03019206 清水 智絵 長野 泉台小学校
22 03019211 エルスワース も 長野 野沢温泉小学校
23 03020489 猪又 すず 長野 小谷小学校
24 03019199 徳武 春花 長野 戸隠小学校
25 03019579 栖村 友希 長野 王滝小学校
26 03020508 富井 菜々美 長野 野沢温泉小学校
27 03019226 澤守 望未 長野 福島小学校
28 03019567 恩田 寛子 長野 牟礼東小学校
29 03020496 森村 日菜 長野 戸隠小学校
30 03020521 徳竹 亜巳 長野 山ﾉ内西小学校
31 03021305 塩島 もも 長野 白馬北小学校
32 03019207 堀川 七桜 長野 泉台小学校
33 03019583 林 夏海 長野 白馬南小学校
34 03019205 阿部 心町 長野 泉台小学校
35 03020559 大道 乃愛 長野 福島小学校
36 03020518 山本 莉乃 長野 山ﾉ内東小学校
37 03019196 萩原 愛美 長野 小谷小学校
38 03019213 富井 詩子 長野 野沢温泉小学校
39 03020529 鈴木 晴香 長野 南箕輪南部小学校
40 03020169 細田 光希 東京 ﾁｰﾑ ﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰSC
41 03020495 大日方 佐羽 長野 戸隠小学校
42 03020509 富井 悠姫 長野 野沢温泉小学校
43 03019274 小林 楓 長野 菅平小学校
44 03021638 黒住 海愛 長野 白馬北小学校
45 03021304 ｃｏｏｍｂｅｒ  長野 白馬北小学校
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