
テクニカルデータ
コース名

スカイコース
スタート地点 865m
フィニッシュ地点 650m
標高差 215m

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

１組【１年女子】
631 山田　愛奈 岩岳ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
632 小林　佳琳 戸隠ジュニア
633 福島　花歩 岩岳ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
634 近藤　美琴 永明小学校
635 西澤　万冬 戸隠ジュニア
636 眞田　惟羽 軽井沢Jr.レーシング

２組【１年男子】
641 別府　新太 山ノ内東小学校
642 福井 暖 茅野市立北山小学校
643 市原　瑛登 静岡翔洋小学校
644 徳武　大翔 白馬北小学校
645 竹内　満 木島平小学校
646 矢島　左馬哉 谷村第一小学校
647 福島　研斗 岩岳ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
648 村田　慶治 広尾小
649 太谷　歓大 白馬北小学校
650 吉田　共 軽井沢風越学園小学校
651 岩本　紘 会染小学校

３組【２年女子】
661 竹田　紗玖良 戸隠ジュニア
662 吉村　保凜 阪南小学校
663 斎藤　未空 栄小学校
664 一井　信乃 岩岳ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
665 荻原　希燦 泉台小学校
666 増田　いずみ 高山小学校
667 西澤　咲幸 山ノ内東小学校
668 徳武　真優 戸隠ジュニア
669 国本　咲楽 岩岳ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
670 極意　知世 戸隠ジュニア
671 樋口　和香 栄小学校
672 茂木　咲良 更科小学校
673 田内　茉桜奈 白馬南小学校
674 髙相　紗羽 山ノ内東小学校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

４組【２年男子】
681 佐々木　哲平 大町蓮華スキークラブ
682 渡辺　琉我 大町北小学校
683 松本　遥人 戸隠ジュニア
684 黒岩　旦陽 嬬恋西部小学校
685 塚越　啓 野沢温泉小学校
686 養田　乃護 山ノ内東小ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝ
687 前田　蒼馬 白馬北小学校
688 清水　奏 聖高原ｽｷｰｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ
689 松原　団呂 白馬北小学校
690 宮﨑　航生 野沢温泉小学校
691 有馬　魁一 大豆島小学校
692 平岩　和明 岩岳ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
693 島崎　暖平 栄小学校
694 関　快晟 木島平小学校
695 樋口　向陽 栄小学校
696 北澤　利眞 下氷鉋小学校
697 長谷川　豹大 六実小学校
698 徳武　夏生 戸隠ジュニア

５組【３年女子】
701 小林　明莉 木島平小学校
702 沼田　佳恭 上田東小学校
703 大内　美春 湖東小学校
704 山浦　さくら 木島平小学校
705 堀米　咲菜 山ノ内西小学校
706 島田　璃彩 飯山小学校
707 岡田　夏怜 山ノ内西小学校
708 松本　紗季 嬬恋西部小学校
709 矢沢　柚 黒姫ジュニア

６組【３年男子】
711 岩﨑　岳輝 北原小学校
712 橋詰　暖 嬬恋西部小学校
713 岸本　作 通明小学校
714 中村　春杜 嬬恋西部小学校
715 奥原　繋玖 奈川ジュニア
716 島田　瑠暁 飯山小学校
717 清水　朝陽 泉台小学校
718 中橋 廉造 茅野市立北山小学校
719 岩本　晄 会染小学校
720 安部　寛太 大町蓮華スキークラブ
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

721 井戸　悠人 山ノ内東小学校
722 鈴木　啓介 日野小学校
723 折橋　義仁 吉田小学校
724 福田　蓮登 給田小学校
725 上野　隼大 永福小学校
726 樋口　湊斗 栄小学校
727 渡邊　善大 白馬南小学校
728 佐藤　源 伊勢山小学校
729 河野　敬一郎 野沢温泉小学校
730 高橋　啓太 南部小学校
731 近藤　武尊 永明小学校
732 清水　陽介 飯山小学校
733 井澤　翔太 黒姫ジュニア
734 吉原　弘大 大町蓮華スキークラブ
735 福井 丈 茅野市立北山小学校
736 水落　洋哉 野沢温泉小学校

７組【４年女子】
741 佐々木　朝花 大町蓮華スキークラブ
742 山田　愛咲美 高丘小学校ｲﾝﾀｰﾗｰｹﾝ
743 滝澤　璃子 高山小学校
744 中山 小暖 栗ガ丘小学校
745 田内　麗桜奈 白馬南小学校
746 島崎　夏芽 栄小学校
747 別府　映奈 山ノ内東小学校
748 林　さくら 大阪市中央小学校
749 村田　理夏乃 広尾小
750 曽根原　理子 飯山小学校
751 齋藤　緑 浅川小学校
752 清水　遥 嬬恋西部小学校

８組【４年男子】
761 関　源晟 木島平小学校
762 井出　笙珠 北相木小学校
763 宮島　怜星 信大附属長野小学校
764 栗岩　嘉映 泉台小学校
765 山嵜　礼大 木島平小学校
766 李　雨森 飯山小学校
767 曺　永宇 白幡小学区
768 小湊　胡太郎 泉台小学校
769 髙藤　樹 木島平小学校
770 宇海　翼希 大町北小学校
771 赤羽　大和 黒姫ジュニア
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

772 堀　綺良 多西小学校
773 北村　慶 黒姫ジュニア
774 竹澤　奏有 聖高原ｽｷｰｸﾗﾌﾞｼﾞｭﾆｱ
775 青松　弘峻 飯山小学校
776 佐藤　悠真 黒姫ジュニア
777 山嵜　遼輔 高山小学校
778 鈴木　絢仁 下氷鉋小学校
779 仲　翔吾 東山小学校
780 井本　湊真 中野小学校

９組【５年女子】
791 古畑　菜々子 奈川ジュニア
792 大厩　莉音 大町北小学校
793 岸本　あずさ 通明小学校
794 町田　結衣 八千穂ジュニア
795 原美　空乃 牛久保小学校
796 嘉生　桃々 木島平小学校
797 大内　夏希 湖東小学校
798 辻野　晴 徳間小学校
799 長谷川　緋名子 聖徳大学附属小学校
800 岩本　紗彩 会染小学校
801 石附　幸美 庄東小学校
802 井戸　志春 山ノ内東小学校

１０組【５年男子】
811 山浦　龍斗 木島平小学校
812 酒井　悠真 戸狩小学校
813 傳刀　禄水 大町北小学校
814 田中　遼介 西梶ヶ谷小学校
815 渡辺　大我 大町北小学校
816 奥原　路 奈川ジュニア
817 松本　眞之介 嬬恋西部小学校
818 田中　知尋 軽井沢風越学園小学校
819 近藤　大和 永明小学校
820 関川　巴琉 大町北小学校
821 佐藤　翔 城東小学校
822 山川　大翔 黒姫ジュニア
823 川口　陽友 飯山小学校
824 髙田　玄栄 奈川ジュニア
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

１１組【６年女子】
831 曽根原　逢子 飯山小学校
832 吉原　日彩 大町蓮華スキークラブ
833 宇佐美　結葉 川上北小学校
834 渡辺　湖雪 黒姫ジュニア
835 山崎　せれな 中野小学校
836 山川　紗季 黒姫ジュニア
837 高橋　成 飯山小学校

１２組【６年男子】
841 龍口　智之進 城山小学校
842 山嵜　太陽 木島平小学校
843 干川　鎧司 嬬恋西部小学校
844 酒田　虎徹 木島平小学校
845 清水　雅俊 飯山小学校
846 吉村　創晴 阪南小学校
847 南雲　獅悠 栄小学校
848 新津　稜 黒姫ジュニア
849 荒川　唯人 平野小学校
850 茂木　鉄平 更科小学校
851 池永　楓 南部小学校
852 岡田　徠夢 山ノ内西小学校
853 竹内　一翔 大町北小学校
854 中村　心道 嬬恋西部小学校
855 宮島　悠月 信大附属長野小学校
856 篠原　優太 中野小学校
857 樋口　快晴 栄小学校
858 新井　颯真 高山小学校
859 宇海　塁輝 大町北小学校
860 髙藤　嘉人 木島平小学校
861 井出　劉聖 北相木小学校

2022-03-21 / 北信州木島平スキー場 G 3 / 5

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

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


