
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 岡崎 若華 [山形]

主審 山本 幸臣 [福井]

競技委員長 今井 弘基 [長野]

１本目
コースセッター 松沢 剛 [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 03021064 井口 花 栃木 足利大学附属高校
2 03022049 山田 真央 京都 京都光華中学校
3 03022629 上野 香晴 富山 井波中学校
4 03022438 山下 愛望 岩手 九戸中学校
5 03022707 丸山 愛季 長野 白馬中学校
6 03022578 清田 華 東京 学習院女子中等科
7 03022829 川田 千聖 北海道 滝川西高校
8 03022372 森川 栞奈 秋田 鷹巣中学校
9 03022491 堺 麻里杏 富山 富山大学附属中学校

10 03021805 澤村 玲奈 長野 松本明善中学校
11 03022128 大貫 詩旺 栃木 鶏頂山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
12 03022131 佐々木 碧波 秋田 角館中学校
13 03021386 滝内 瑠彩 東京 日本工業大学大駒場高
14 03022143 清利 葵乃 富山 城端中学校
15 03020496 森村 日菜 新潟 関根学園高校
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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 03026227 石水 ほたる 北海道 北星学園女子中学校
17 03024411 岡田 果穏 北海道 Raumu.SC
18 03022625 難波 優花 山形 鶴岡市立朝日中学校
19 03022830 田野 双葉 北海道 滝川明苑中学校
20 03021767 森下 つぼ実 長野 木祖中学校
21 03022694 前田 英恋 北海道 名寄ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ少年団
22 03022501 川嶋 瑚子 大阪 大阪ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
23 03023230 熊崎 莉子 北海道 占冠中学校
24 03023072 小野里 佳恋 群馬 高松中学校
25 03021749 加藤 志眞 愛知 東浦中学校
26 03022721 池田 茉矢 北海道 ﾆｾｺ JST
27 03024809 森 理葉 東京 下里中学校
28 03022522 上村 侑良 新潟 塩沢中学校
29 03024574 下 沙希 北海道 札幌市立八軒中学校
30 03020829 萩原 唯 群馬 渋川ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
31 03022803 石丸 り子 北海道 札幌聖心女子学院中学
32 03022521 阿部 杏樹 新潟 塩沢中学校
33 03021775 鈴木 華夏 長野 飯山城北中学校
34 03025586 高瀬 アリス 北海道 玉越ｽﾄﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ
35 03021508 高垣 鈴 北海道 札幌旭丘高校
36 03022826 平地 冴子 北海道 札幌市立八軒中学校
37 03024421 須野原 きらら 長野 山ﾉ内中学校
38 03025324 吉澤 桃華 北海道 帯広翔陽中学校
39 03024333 大和田 なぎさ 宮城 小野田中学校
40 03022746 佐藤 杏那 北海道 紋別ｽｷｰ少年団
41 03025507 大森 和鼓 岐阜 宮中学校
42 03022172 横尾 安紀 新潟 安塚中学校
43 03024921 中村 はるか 石川 芦城中学校
44 03022256 喜地 真鈴 東京 東京都市大学等々力中
45 03024164 阿部 花日未 山形 最上中学校
46 03022644 相田 笑那 富山 平中学校
47 03022264 三田 真璃亜 東京 慶応義塾中等部
48 03022571 菊地 優菜 東京 ｱｽﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
49 03022701 Ｃｏｏｍｂｅｒ  長野 白馬中学校
50 03022441 藤田 梨愛 岩手 松尾中学校
51 03024553 弦巻 佳夢 神奈川 ｼｮｰﾅﾝ･ｷｯｽﾞ
52 03025707 青野 里々愛 北海道 豊富中学校
53 03024444 富井 美森 長野 野沢温泉中学校
54 03024669 道宗 眞子 富山 平中学校
55 03023405 谷 柚子菜 北海道 旭川市立神居東中学校
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56 03024699 池上 琴乃 栃木 高林中学校
57 03024563 深澤 愛依 長野 小谷中学校
58 03021667 中田 花菜 鳥取 米子東高等学校
59 03024856 上村 文乃 北海道 砂川中学校
60 03025515 小田 優依 岩手 見前中学校
61 03025798 稲熊 日向子 三重 菰野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
62 03023846 工藤 心結 北海道 稚内南中学校
63 03021757 宮下 藍 長野 菅平中学校
64 03023975 橋詰 空 群馬 嬬恋中学校
65 03025108 相羽 紗那 新潟 妙高市立新井中学校
66 03023005 湯田 姫琉 福島 田島中学校
67 03022709 湯浅 姫菜 長野 白馬中学校
68 03024920 坂田 結来 石川 鳥越中学校
69 03023194 伊藤 未羽 北海道 平岡緑中学校
70 03022618 伊藤 衣莉奈 山形 鶴岡市立朝日中学校
71 03024426 相澤 杏季 長野 小谷中学校
72 03025950 小網 由希 岩手 黒石野中学校
73 03026085 加藤 世峰 愛知 東浦中学校
74 03021778 藤岡 そよか 長野 野沢温泉中学校
75 03025785 五十嵐 うた 山形 鶴岡市立朝日中学校
76 03024649 中島 千寛 宮城 五橋中学校
77 03024875 秋山 もあな 静岡 大淵中学校
78 03024537 今村 千春 岐阜 丹生川中学校
79 03024571 川上 寧々 兵庫 一宮南中学校
80 03024175 高木 心菜 青森 津軽中学校
81 03024213 小西 莉朴 静岡 積志中学校
82 03021607 藤田 みどり 東京 日本体育大学荏原高等
83 03021617 福地 希夏 埼玉 越谷中央中学校
84 03023077 長谷川 まりあ 福井 和泉中学校
85 03023074 加藤 心奈 群馬 渋川ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
86 03021122 藤室 雪花 京都 同志社女子高校
87 03023303 竹村 れい 大阪 ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
88 03022453 石井 姫月 高知 土佐高校
89 03023417 中田 真央 鳥取 大山中学校
90 03024622 湯浅 由梨 岡山 津山市立加茂中学校
91 03026031 邊見 陽翠 兵庫 小代中学校
92 03026302 長曽 恋音 広島 高野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
93 03024941 工藤 杏那 栃木 小山市立大谷中学校
94 03021490 梅木 咲季 島根 美郷町立邑智中学校
95 03025295 島森 芽依 千葉 市川学園
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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

96 03024877 甲方 愛菜 山口 麻里布中学校
97 03025664 靏池 優佳 滋賀 滋賀県ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ
98 03023070 犬伏 莉子 大阪 同志社香里中学校
99 03025829 一宮 真麻 愛媛 松山西中等教育学校

100 03023829 服部 結 奈良 天理ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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