
Ａ組女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

木島平アルペン競技ＧＳコース
スタート地点 865m
フィニッシュ地点 650m

競技委員長 山田　勇気 [長野] 標高差 215m
ホモロゲーションNo. SAJ28-GS-171/16

コースセッター 松田　和久 [大阪]

旗門数 OPEN スタート時間 8:55

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

1 植田 悠莉 兵庫県
2 石井 咲亜耶 バディ
3 喜地 真鈴 カンダハー
4 0994716 森井 愛 Ｚｅｉｌ Tokyo
5 大貫 詩旺 栃木県
6 野上 千尋 カンダハー
7 森 理葉 ＩＣＩスキークラブ
8 島田 リリア カンダハー
9 原 杏樹 バディ

10 0994714 白濱 里織 Ｚｅｉｌ Tokyo
11 岡村 リサ カンダハー
12 0988399 清田 華 Ｚｅｉｌ Tokyo
13 石川 優 ファンクション
14 菊池 優菜
15 桂 唯夏 カンダハー

21-02-2016 / G 3 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

2016関東チルドレンシリーズ第2戦東京大会

長野県　木島平スキー場

 大回転
スタートリスト

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



Ａ組男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

木島平アルペン競技ＧＳコース
スタート地点 865m
フィニッシュ地点 650m

競技委員長 山田　勇気 [長野] 標高差 215m
ホモロゲーションNo. SAJ28-GS-171/16

コースセッター 松田　和久 [大阪]

旗門数 OPEN スタート時間 8:55

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

21 吉澤 厘佑 ＩＣＩスキークラブ
22 新井 蔵人 ＩＣＩスキークラブ
23 吉成 龍之介 群馬県
24 三賀山 嗣穏 バディ
25 稲葉 慶太朗 ＩＣＩスキークラブ
26 荒井 祐颯 モンタナ
27 山田 泰之進 カンダハー
28 西大條 育孝 バディ
29 古川 敦也 神奈川県
30 鈴木 蒼大 ＩＣＩスキークラブ
31 大塚 陽向 バディ
32 黒田 義稀 カンダハー
33 谷口 大騎 バディ
34 清水 俊英 ＩＣＩスキークラブ
35 城石 陽 バディ
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2016関東チルドレンシリーズ第2戦東京大会

長野県　木島平スキー場

 大回転
スタートリスト
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Ａ組男子

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

36 渡辺 悠斗 バディ
37 坂 和真 カンダハー
38 田村 優有 ＩＣＩスキークラブ
39 羽野 光 カンダハー
40 足助 柊哉 栃木県
41 大谷 泰斗 バディ
42 須藤 琉心 バディ
43 磯崎 俊輔 バディ
44 星野 駆音 群馬県
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Ｂ組女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

木島平アルペン競技ＧＳコース
スタート地点 865m
フィニッシュ地点 650m

競技委員長 山田　勇気 [長野] 標高差 215m
ホモロゲーションNo. SAJ28-GS-171/16

コースセッター 松田　和久 [大阪]

旗門数 OPEN スタート時間 8:55

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

51 0994717 森井 華 Ｚｅｉｌ Tokyo
52 0988414 長野 蒼生 ＩＣＩスキークラブ
53 0994692 青木 愛 ＩＣＩスキークラブ
54 渡部 小乃葉 モンタナ
55 坂 沙希子 カンダハー
56 髙井 奏乃 カンダハー
57 細谷 かりん ＩＣＩスキークラブ
58 磯崎 小菜美 カンダハー
59 土志田 理佐 バディ
60 0994695 辻口 由奈 ＩＣＩスキークラブ
61 中冨 結衣 ＩＣＩスキークラブ
62 行田 ゆう カンダハー
63 0989549 澤村 クレタ Ｚｅｉｌ Tokyo
64 0994707 村上 明日香 バディ
65 眞鍋 栞梨 ＩＣＩスキークラブ
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 大回転
スタートリスト

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



Ｂ組女子

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

66 平澤 愛実 神奈川県
67 原 怜音 バディ
68 根木 はるな バディ
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Ｂ組男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

木島平アルペン競技ＧＳコース
スタート地点 865m
フィニッシュ地点 650m

競技委員長 山田　勇気 [長野] 標高差 215m
ホモロゲーションNo. SAJ28-GS-171/16

コースセッター 松田　和久 [大阪]

旗門数 OPEN スタート時間 8:55

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

71 榎本 龍人 神奈川県
72 星野 雄聖 群馬県
73 永吉 歓大 カンダハー
74 高木 暦 ＩＣＩスキークラブ
75 0994645 松村 優輝 ペガーズ
76 保坂 宙 アスペン
77 松原 健 バディ
78 稲葉 隆司 ＩＣＩスキークラブ
79 鳰川 淳之介 カンダハー
80 鈴木 麻生 カンダハー
81 稲葉 陽生 ＩＣＩスキークラブ
82 中村 颯智 神奈川県
83 鳰川 龍之介 カンダハー
84 西沢 ゆうき カンダハー
85 小川 竜司 カンダハー
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長野県　木島平スキー場

 大回転
スタートリスト
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Ｂ組男子

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

86 宮木 泰造 バディ
87 飛山 龍ノ介 モンタナ
88 小野 太暉 神奈川県
89 羽村 悠樹 バディ
90 宮城 良佑 カンダハー
91 小山 陽向沙 栃木県
92 永吉 洸綺 成城
93 山田 琥太郎 カンダハー
94 猪本 憲司郎 神奈川県
95 0985809 濱野 弘大 スポーツマン
96 土志田 進太郎 バディ
97 青木 琉晟 長野県
98 北村 優弥 バディ
99 亀井 勇希 ＩＣＩスキークラブ

100 河西 悠登 バディ
101 松本 周大 バディ
102 西原 孝俊 ＴＥＡＭ　ＤＬＷＨ
103 高 愛福 神奈川県
104 0983360 山内 大一 ＩＣＩスキークラブ
105 宇田 悠真 カンダハー
106 岡村 幸央 カンダハー
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