
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 猪股　修 [長野] コース名

大松山グランプリコース
スタート地点 1496m
フィニッシュ地点 1337m
標高差 159m
ホモロゲーションNo. SAJ-03-SL-38/88

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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 03017774 戸谷 楓 長野 長野清泉女学院高校
2 03020496 森村 日菜 長野 戸隠中学校
3 03019211 エルスワース も 長野 野沢温泉中学校
4 03019274 小林 楓 長野 菅平中学校
5 03019207 堀川 七桜 長野 飯山城北中学校
6 03020169 細田 光希 神奈川 ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ
7 03019501 吉田 梓乃 群馬 水上中学校
8 03019205 阿部 心町 長野 飯山城北中学校
9 03019015 植松 春香 埼玉 さいたま市立常盤中学

10 03020491 深澤 ひなた 長野 小谷中学校
11 03021305 塩島 もも 長野 白馬中学校
12 03020350 中村 凛々花 長野 茅野北部中学校
13 03019584 山下 りこぼ 長野 白馬中学校
14 03021108 石附 志野美 富山 般若中学校
15 03020494 大西 美琴 長野 戸隠中学校
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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 03022128 大貫 詩旺 栃木 鹿沼市立東中学校
17 03021626 髙橋 未羽 埼玉 朝霞第三中学校
18 03019602 池見 萌 滋賀 仰木中学校
19 03020557 佐藤 幸春 長野 柳町中学校
20 03020517 宮尾 百寧 長野 山ノ内中学校
21 03020025 上條 蓮奈 東京 八王子市立第七中学校
22 03022491 堺 麻里杏 富山 富山大学附属中学校
23 03021307 松沢 悠那 長野 白馬中学校
24 03019517 清水 陽 群馬 嬬恋中学校
25 03022372 森川 栞奈 秋田 鷹巣中学校
26 03020489 猪又 すず 長野 小谷中学校
27 03021786 油井 杏樹 長野 川上中学校
28 03019213 富井 詩子 長野 野沢温泉中学校
29 03021304 coomber　charli 長野 白馬中学校
30 03021322 田苗 優希 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC
31 03020518 山本 莉乃 長野 山ノ内中学校
32 03021805 澤村 玲奈 長野 松本明善中学校
33 03020501 山﨑 珠李 長野 高山中学校
34 03021781 今井 鮎理 長野 川上中学校
35 03020175 青木 愛 東京 田園調布雙葉中学校
36 03021796 新海 花奏 長野 南牧中学校
37 03022629 上野 香晴 富山 井波中
38 03021775 鈴木 華夏 長野 飯山市立城北中学校
39 03020516 斉藤 莉子 長野 山ノ内中学校
40 03020311 松森 早保 高知 高知学芸中学校
41 03021009 坂田 結 群馬 草津スキークラブ
42 03021606 櫻庭 佐英子 東京 東洋英和女学院中学部
43 03022701 Coomber　Ellie 長野 白馬中学校
44 03021789 小根澤 悠希 長野 長野清泉女学院中学校
45 03021312 山田 紗羽 長野 白馬中学校
46 03021778 藤岡 そよか 長野 野沢温泉中学校
47 03020497 岩下 季実佳 長野 丘中学校
48 03020511 松尾 雫 長野 野沢温泉中学校
49 03019226 澤守 望未 長野 木曽町中学校
50 03021767 森下 つぼ実 長野 木祖中学校
51 03022084 市村 姫紀 群馬 長野原東中学校
52 03021776 エルスワース 愛 長野 野沢温泉中学校
53 03020510 富井 瑠菜 長野 野沢温泉中学校
54 03020504 笹岡 蒼心 長野 野沢温泉中学校
55 03020521 徳竹 亜巳 長野 山ノ内中学校
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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

56 03022264 三田 真璃亜 東京 慶応義塾中等部
57 03020509 富井 悠姫 長野 野沢温泉中学校
58 03022707 丸山 愛季 長野 白馬中学校
59 03020559 大道 乃愛 長野 木曽町中学校
60 03021757 宮下 藍 長野 菅平中学校
61 03022709 湯浅 姫菜 長野 白馬中学校
62 03018075 片倉 楓花 群馬 草津スキークラブ
63 03021771 丸山 笑花 長野 飯山城南中学校
64 03022041 鈴木 優歩 長野 屋代高校・附属中学校
65 03020522 鈴木 碧心 長野 松本秀峰中等教育学校
66 03022644 相田 笑那 富山 平中学校
67 03021797 小林 娃璃 長野 依田窪南部中学
68 03023975 橋詰 空 群馬 嬬恋中学校
69 03020515 原田 真歩 長野 長野市立東部中学校
70 03020533 松木 沙良 長野 信濃町立信濃小中学校
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