
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山田　勇気 コース名

大松山グランプリコース
主審 猪又　実 スタート地点 1495.6m

フィニッシュ地点 1336.6m
競技委員長 上平　茂幸 標高差 159m

ホモロゲーションNo. SAJ28-SL-38/88

１本目
コースセッター 高坂　和弘
前走者 - A - 宮澤　莉央
前走者 - B - 後藤　杏奈
前走者 - C - 下条　太一

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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 03016690 青木 彩華 長野 山ﾉ内西小学校
2 03016682 大給 彩良 長野 山ﾉ内北小学校
3 03016659 原 沙里花 長野 軽井沢中部小学校
4 03016661 増田 優紀 長野 大町東小学校
5 03016678 太田 朱里 長野 白馬南小学校
6 03016671 横尾 彩乃 長野 戸隠小学校
7 03016683 徳竹 真凛 長野 山ﾉ内北小学校
8 03016681 宗川 杏純 長野 白馬南小学校
9 03016658 深澤 真帆 長野 小谷小学校

10 03016668 渡邉 依生 長野 菅平小学校
11 03016666 窪田 日和 長野 菅平小学校
12 03017108 高田 綺愛 長野 山ﾉ内東小学校
13 03016685 伊藤 麻理乃 長野 川上第二小学校
14 03016672 渡辺 愛蓮 長野 戸隠小学校
15 03017110 鵜澤 鼓 長野 信濃小学校
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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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 03017107 佐藤 雪里 長野 白馬北小学校
17 03016699 小林 美桜 長野 神科小学校
18 03017105 砂押 冬香 長野 軽井沢東部小学校
19 03017112 宮城 吉乃 長野 信濃小学校
20 03018441 竹前 海空 長野 高山小学校
21 03017771 小栁 花梨 長野 三水第一小学校
22 03018465 柴田 果英 長野 白馬南小学校
23 03017773 田村 峰 長野 戸隠小学校
24 03017774 戸谷 楓 長野 戸隠小学校
25 03018362 吉田 芭菜 長野 軽井沢東部小学校
26 03018463 五十嵐 千昭 長野 大町北小学校
27 03017786 切久保 絆 長野 白馬北小学校
28 03017784 藤岡 すずみ 長野 野沢温泉小学校
29 03018368 丸山 桃会 長野 飯山小学校
30 03017783 河野 未奈 長野 野沢温泉小学校
31 03017776 森村 実紅 長野 戸隠小学校
32 03018452 山本 紗羽 長野 山ﾉ内東小学校
33 03017789 松澤 七菜 長野 白馬北小学校
34 03017769 清水 優奈 長野 高丘小学校
35 03018366 清水 藍 長野 飯山小学校
36 03018466 中澤 梓音 長野 白馬南小学校
37 03017796 小出 柚羽 長野 芝沢小学校
38 03017768 櫻井 エリカ 長野 軽井沢中部小学校
39 03014105 大西 珠巴 長野 戸隠中学校
40 03015579 今井 香凜 長野 南牧中学校
41 03015133 川原 穂乃果 長野 北部中学校
42 03016134 外山 可乃 長野 山ﾉ内中学校
43 03019047 杉本 燿万歌 長野 山ﾉ内中学校
44 03017668 吉野 恵実 長野 野沢温泉中学校
45 03015872 村本 来実 長野 菅平中学校
46 03015907 荒井 朔未 長野 大町第一中学校
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