
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 新 敏彦 [北海道] コース名

大松山チャンピオンコース
主審 田中 学 [東京] スタート地点 1640m

フィニッシュ地点 1340m
競技委員長 今井 弘基 [長野] 標高差 300m

ホモロゲーションNo. SAJ04-GS-41/88

１本目
コースセッター 河野 周平 [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 1001804 小野里 佳恋 群馬 高崎市立南小学校
2 1040801 石水 ほたる 北海道 M’sスキーチーム
3 1044170 中田 瑞希 千葉 パルレーシングSC
4 1040851 高橋 優未 秋田 増田小学校
5 1044176 森 雪美 長野 野沢温泉小学校
6 1039961 高瀬 アリス 北海道 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年 
7 1043976 山崎 せれな 長野 中野小学校
8 1033668 伊澤 星良 鳥取 大山小学校
9 1021019 堀口 七海 群馬 渋川ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

10 1043389 深澤 ほとは 長野 小谷小学校
11 1042942 関川 翠桜 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
12 1044149 中村 心愛 秋田 秋田大学付属小学校
13 1032182 青野 里々愛 北海道 稚内ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団
14 0998477 加藤 心奈 群馬 玉村町立玉村小学校
15 1042923 大谷 明莉 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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JOC ジュニアオリンピックカップ
2022全日本ジュニアスキー選手権大会
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K1女子 大回転
１本目スタートリスト

--------------------------------------------



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 1039542 小田 優依 岩手 インターアルペン雫石
17 1043846 上野 すみれ 長野 野沢温泉小学校
18 1043384 井戸 志春 長野 山ノ内東小学校
19 1004435 小嶋 芭奈 群馬 草津スキークラブ
20 1036730 帰山 夏奈 福井 富田小学校
21 1043417 腰越 仁乃 新潟 中之島小学校
22 1040126 佐々木 里和子 北海道 ニセコJST
23 1044096 遠山 みるく 北海道 和寒SS
24 1042232 小出 幸永 長野 長野市立吉田小学校
25 1041593 大森 和鼓 岐阜 宮小学校
26 1042577 古川 芽唯 岩手 雫石ジュニア
27 1007346 荒木 日向 兵庫 ハチ北ジュニア
28 0998917 長曽 恋音 広島 高野小学校
29 1044814 遠藤 妃莉 宮城 岩沼南小学校
30 1021653 服部 結 奈良 王寺南小学校
31 1043427 前田 恵都 北海道 留辺蘂ｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団
32 1005126 鈴木 翔温 神奈川 洗足学園小学校
33 1043138 五十嵐 うた 山形 朝日スポーツ少年団
34 1031756 村上 凛々子 埼玉 川越市立仙波小学校
35 1042185 村上 つばき 秋田 鳥海小学校
36 1044460 黒木 美有 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
37 1044860 内海 花奈 宮城 菅谷台小学校
38 1042017 梶原 もな 北海道 M’sスキーチーム
39 1042131 佐藤 理生 茨城 結城西小学校
40 1043137 難波 咲希 山形 朝日スポーツ少年団
41 1044366 目時 るか 長野 小谷小学校
42 1044545 後藤 あずさ 岐阜 清見小学校
43 1007446 森脇 麗来 兵庫 おじろジュニア
44 1044319 林 すず 大阪 熊取西小学校
45 1044861 田口 悠羽 宮城 折立小学校
46 1043215 内田 美咲子 新潟 妙高小学校
47 1043446 猪又 詩乃 長野 小谷小学校
48 0997364 一宮 真麻 愛媛 和気小学校
49 1043142 須江 華菜 山形 ZAO猿倉RC
50 1043374 尾形 るう 福島 佐原小学校
51 1041143 根木 悠愛 北海道 EMSCレーシング
52 1031362 大家 千夏 京都 京都光華S.C.
53 1039845 塩島 ゆめ 長野 白馬北小学校
54 1043092 勝見 圭 山形 ZAO猿倉RC
55 1040310 内記 綾菜 静岡 東豊田小学校
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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

56 1043144 齋藤 朱磨 山形 羽黒スポーツ少年団
57 1040354 水尾 碧芭 北海道 EMSCレーシング
58 1043947 笹岡 蒼季 長野 野沢温泉小学校
59 1031359 加藤 世峰 愛知 藤江小学校
60 1043002 小林 こころ 長野 穂高北小学校
61 1040847 堀村 香蓮 石川 河内ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
62 1043540 小池 結月 長野 中塩田小学校
63 1042379 小田 若菜 岐阜 尾崎小学校
64 1043386 古谷 芽衣子 滋賀 今津北小学校
65 1042441 赤松 花音 北海道 ニセコJST
66 1039721 須田 悠那 新潟 長岡アルペンジュニア
67 1043354 中村 晏 長野 白馬南小学校
68 1044838 堀川 柚宇 長野 泉台小学校
69 1040296 清利 椛乃 富山 城端小学校
70 1040864 草野 陽納 北海道 夕張TSOレーシング
71 1024908 渡邉 真雪 栃木 ハンターMTSC
72 1012308 難波 雪輝望 愛知 春木台小学校
73 1042539 野坂 弥由 北海道 ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾑﾛﾚｰｼﾝｸﾞ
74 1002187 小林 華 山梨 清里スキークラブ
75 1043005 木村 彩花 青森 天間林小学校
76 1039631 平田 未来 岡山 奥津小学校
77 1043089 渋谷 美嘉 山形 湯殿山スポーツ少年団
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