
ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合 計
No No 氏名 所 属 名 時 間 時 間 時 間

1 307518 野々山 颯絵 白馬高校
2 307809 山本 榛奈 中野立志館高校
3 307427 小川 彩也香 早稲田大学
4 307236 根本 風花 早稲田大学
5 307468 斎藤 百夏 関西学院大学
6 307487 下村 美緒 法政大学
7 307189 太田 好美 早稲田大学
8 306577 丸子 由里香 置環
9 307386 傳田 佳代 早稲田大学

10 307385 中澤 真緒 早稲田大学
11 307576 川合 麻梨紗 角館高校
12 307704 荒井 美桜 富良野緑峰高校
13 307405 川本 莉愛 日本体育大学
14 307517 切久保 美織 白馬高校
15 307813 前田 知沙樹 松商学園高等学校
16 307094 仲村 ひかる 早稲田大学
17 307689 西村 紗英 白馬高校
18 307525 渋谷 光 日本大学山形高校
19 307460 松浦 由季乃 法政大学
20 307368 浅水 洸佳 日本女子体育大学
21 307701 佐藤 真冬 日本大学山形高校
22 307432 小林 優里 慶応義塾大学
23 307486 小池 百合乃 慶応義塾女子高校
24 307762 吉川 佳菜 武生高校
25 307129 波多野 希美 早稲田大学
26 307716 杉山 文袈 足利工業大附属高
27 307695 井林 奏子 富山第一高校
28 307233 宮木 亜理紗 大東文化大学
29 307523 小俣 優香 日体荏原高校
30 307820 高田 栞里 鶴来高校
31 307780 小田 はるな 日本大学山形高校
32 307711 伊東 桃花 東海学園高校
33 307782 田村 みのり 日本大学高校
34 307714 姜 利奈 京都光華高校
35 307080 田渕 涼子 中央大学
36 307821 森田 蕗子 星稜高校
37 307447 森 朝香 同志社大学
38 307137 多胡 和純 國學院大学
39 307720 神保 茉美 新島学園高校
40 307784 青木 優依 福井工業大附属福井高
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41 307822 三宅 李音 東海学園高校
42 307846 鵜澤 小夏 飯山高校
43 307620 三輪 恵子 慶応義塾大学
44 307613 北澤 のぞみ 長野日本大学中学高校
45 307710 佐藤 楓 伊奈学園高校
46 307814 田中 瑚夏 白馬高校
47 307717 日向野 悠 足利工業大附属高
48 307421 川嶋 晴 日本女子体育大学
49 307376 渡辺 智子 神奈川大学
50 307650 野澤 早希 日本女子体育大学
51 307798 村上 実紅 砺波工業高校
52 307817 菊池 樹希 角館高校
53 307792 武島 綾香 本庄東高
54 307811 大場 芽依 上田東高校
55 307865 坂口 未祐 高島高校
56 307789 新井 真優子 本庄東高
57 307812 小島 愛珠香 上田千曲高校
58 307511 加藤 めぐみ 日本女子体育大学
59 307847 西本 麻紀 飯山高校
60 307554 原 杏沙花 明治学院大学
61 307828 木下 香穂 ICI石井ｽﾎﾟｰﾂSC
62 307833 菅谷 真悠子 桐蔭学園高校
63 307795 平井 綾乃 早大本庄高校
64 307793 中野 頌子 本庄東高
65 307783 滝田 怜奈 光陵高校
66 307754 齋藤 麻梨奈 仙台白百合学園
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