
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 307679 佐藤 春香 学連 日本大学
2 307914 大越 沙耶 学連 早稲田大学
3 307915 奈良 きらり 学連 京都産業大学
4 307993 森永 ののか 学連 立命館大学
5 307880 越後 英美華 学連 法政大学
6 307989 辻 朱夏 学連 東海大学
7 307762 吉川 佳菜 学連 慶応義塾大学
8 307852 吉田 好 学連 東海大学
9 307705 山北 鮎夏 学連 法政大学

10 308015 小南 綾 学連 早稲田大学
11 307809 山本 榛奈 学連 専修大学
12 308024 千國 楓花 学連 日本大学
13 307706 川端 楓 学連 東海大学
14 307808 秦 麗ら 学連 日本体育大学
15 307791 髙橋 莉沙 学連 青山学院大学
16 307804 髙橋 明里 学連 日本体育大学
17 308104 髙橋 和花菜 学連 日本大学
18 307684 髙橋 萌恵 学連 法政大学
19 307689 西村 紗英 学連 早稲田大学
20 307801 山口 ゆい 学連 慶応義塾大学
21 307917 木場 海怜 学連 日本大学
22 307850 湊屋 幸菜 学連 早稲田大学
23 307818 齊藤 実祐 学連 法政大学
24 307743 堀田 璃苑 学連 中央大学
25 307900 髙田 空色 学連 日本大学
26 307883 五十嵐 紫乃 学連 慶応義塾大学
27 308005 五十嵐 倭子 学連 青山学院大学
28 307898 新村 莉音 学連 日本大学
29 45384 BROWN Rebecca AUS ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
30 307941 弥永 奈々 学連 立命館大学
31 307910 宮崎 栞奈 学連 日本大学
32 308006 舩戸 瑠菜 学連 日本大学
33 307742 須永 さやの 学連 早稲田大学
34 307968 石渡 実香 学連 青山学院大学
35 307935 大和田 瑠那 学連 日本体育大学
36 307899 清水 愛美 学連 専修大学
37 308009 押切 葵 学連 日本大学
38 307695 井林 奏子 学連 日本体育大学
39 307879 小林 苑華 学連 法政大学
40 308146 平井 若菜 学連 同志社大学
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No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

41 307805 笹川 由紀恵 学連 日本大学
42 307905 中野 佑香 学連 法政大学
43 307884 鈴木 千晴 学連 明治学院大学
44 307936 大嶋 柚 学連 慶応義塾大学
45 307728 関 光里 学連 関西学院大学
46 308211 川原 穂乃果 長野 長野吉田高校
47 307820 高田 栞里 学連 日本体育大学
48 307782 田村 みのり 学連 慶応義塾大学
49 307909 管野 陽和 学連 北翔大学
50 308040 渋井 理那 学連 日本女子体育大学
51 307911 柴尾 侑佳 学連 武庫川女子大学
52 307776 佐藤 実紅 学連 日本女子体育大学
53 307892 大池 唯華 学連 神奈川大学
54 308080 伊藤 睦 学連 専修大学
55 308008 稲元 菜月 学連 法政大学
56 307798 村上 実紅 学連 立命館大学
57 307834 長澤 美季 学連 東京理科大学
58 307682 中渡 智香 学連 國學院大学
59 308043 矢吹 沙梨 学連 立教大学
60 308068 大津 萌々 学連 武庫川女子大学
61 307795 平井 綾乃 学連 早稲田大学
62 307904 小川 あかり 学連 日本大学
63 307821 森田 蕗子 学連 法政大学
64 307554 原 杏沙花 神奈川 K-LINE SKI CLUB
65 307707 鴇田 真寿美 学連 専修大学
66 307807 廣瀬 菜実 学連 日本大学
67 308109 飯野 まひろ 学連 日本体育大学
68 307865 坂口 未祐 学連 武庫川女子大学
69 307846 鵜澤 小夏 学連 日本体育大学
70 308066 市川 紗理奈 学連 順天堂大学
71 307711 伊東 桃花 学連 関西学院大学
72 308035 井谷 梓 学連 京都産業大学
73 308210 川原 素代果 長野 長野吉田高校
74 307777 早川 和 学連 関西学院大学
75 308302 小林 美桜 長野 佐久長聖高校
76 308049 門馬 沙貴 学連 東北学院大学
77 308217 小林 舞桜 長野 佐久長聖高校
78 308163 荻野 咲子 学連 成蹊大学体育会スキー
79 308026 清水 イオリ 学連 関西学院大学
80 307996 河端 里緒 学連 関西学院大学
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81 308077 森島 杏華 学連 立教大学
82 125088 WANG Dongli CHN 中国
83 308360 市村 菜々香 学連 同志社大学
84 308279 齊藤 真理衣 学連 立教大学
85 308369 長島 夏葵 学連 順天堂大学
86 125086 PAN Yu CHN 中国
87 125091 LUO Mingxiu CHN 中国
88 125084 ZHANG Jinyi CHN 中国
89 308303 徳竹 真凛 長野 佐久長聖高校
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