
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森 晃 [長野] コース名

大松山グランプリコース
主審 徳武 勝広 [長野] ホモロゲーションNo. SAJ29-SL-38/88

競技委員長 上平 茂幸 [長野]

１本目
コースセッター 北村 健 [長野]

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 03019584 山下 りこぼ 長野 白馬南小学校
2 03018452 山本 紗羽 長野 山ﾉ内東小学校
3 03017786 切久保 絆 長野 白馬北小学校
4 03017773 田村 峰 長野 戸隠小学校
5 03020350 中村 凛々花 長野 北山小学校
6 03017888 中村 祐希 兵庫 村岡ﾊﾁ北SC
7 03019205 阿部 心町 長野 泉台小学校
8 03017784 藤岡 すずみ 長野 野沢温泉小学校
9 03018465 柴田 果英 長野 白馬南小学校

10 03019199 徳武 春花 長野 戸隠小学校
11 03018441 竹前 海空 長野 高山小学校
12 03019567 恩田 寛子 長野 牟礼東小学校
13 03018362 吉田 芭菜 長野 軽井沢東部小学校
14 03017771 小栁 花梨 長野 三水第一小学校
15 03017774 戸谷 楓 長野 戸隠小学校
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女子 回転
１本目スタートリスト
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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 03017783 河野 未奈 長野 野沢温泉小学校
17 03018460 下出 桜 長野 王滝小学校
18 03017776 森村 実紅 長野 戸隠小学校
19 03019206 清水 智絵 長野 泉台小学校
20 03018368 丸山 桃会 長野 飯山小学校
21 03017768 櫻井 エリカ 長野 軽井沢中部小学校
22 03019274 小林 楓 長野 菅平小学校
23 03019583 林 夏海 長野 白馬南小学校
24 03019213 富井 詩子 長野 野沢温泉小学校
25 03019207 堀川 七桜 長野 泉台小学校
26 03017789 松澤 七菜 長野 白馬北小学校
27 03018466 中澤 梓音 長野 白馬南小学校
28 03018366 清水 藍 長野 飯山小学校
29 03018365 森下 和 長野 木祖小学校
30 03018973 望月 幸永 長野 芹田小学校
31 03019196 萩原 愛美 長野 小谷小学校
32 03019291 河野 沙彩 長野 飯山小学校
33 03018457 鈴木 さくら 長野 南箕輪南部小学校
34 03019211 エルスワース も 長野 野沢温泉小学校
35 03019345 佐藤 飛鳥 長野 北相木村立北相木小学
36 03019197 丸山 佳織 長野 小谷小学校
37 03020332 北原 瑞希 長野 玉川小学校
38 03020176 辻口 由奈 東京 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC
39 03019589 永井 くるみ 長野 長門小学校
40 03020169 細田 光希 東京 ﾁｰﾑ ﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰSC
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