
The 49ｔｈ SSCI　基礎スキーの部　ローテーション表

■ 女子個人演技　決戦 BIB：2～239　（150名）
開始時刻　9:00～ 各班：50名

7-1 パラレルターン大回り（6ターン以 F ①班 2 ～ 61 → ③班 141 ～ 239 → ②班 62 ～ 139
7-2 総合滑降　助走規制 E ②班 62 ～ 139 → ①班 2 ～ 61 → ③班 141 ～ 239
7-3 パラレルターン小回り　不整地 G ③班 141 ～ 239 → ②班 62 ～ 139 → ①班 2 ～ 61

注）各班内でのロ－テ－ションは行いません。
＜注意事項＞
★スタート順は、各班ごとBIB順（昇順～小さい順）です。

★途中棄権の場合は、必ず「レーシングオフィス」に届出ください。

2月26日



Bib NAME TEAM 本選順位学年

女子個人　決戦　出場者リスト

班分け

1班 今村 優香 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 1142

宮崎 玲奈 関東学院大学スキー部 13533

古賀 奏絵 東京大学LBJスキーチーム 11824

長岡 夏希 明治大学ロンドールAチーム 5645

小池 ひかる 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 3746

照内 雪絵 北海道大学エレガントスキー部 4937

神谷 菜々 北海学園大学基礎スキー部 248

齋藤 くる美 法政エバグレ 819

増田 千紗 青山学院大学USAスキー愛好会 74410

曾羅 和夏 東洋大学クローシュスキークラブ 88311

渡邉 愛来 信州大学競技スキークラブ 23312

杉本 ゆりな 北翔大学スキー部 5313

池田 茉莉 津田塾大学Glacier Ski Team 22314

平田 楓 日本体育大学基礎スキー研究会 11316

いしづき 京香 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 45418

中道 万葉 京都産業大学体育会スキー部 51219

高見 優梨子 大阪大学基礎スキー部JUNGFRAU 101220

大角 彩乃 立命館大学ホワイトクリスタル 98121

相澤 莉緒子 大東文化大学ﾗ･ﾈｰｼﾞｭｽｷｰ愛好会 111422

西沢 菜央 都市大ゼフィルススキークラブ 74224

山口 真穂 立命館大学金太郎スキー同好会 96325

清野 水稀 松本大学スキー部 6327

廉 千怜 富山大学基礎ｽｷｰ部 Sleepy Foxes 39428

仲俣 実佑 千葉大学体育会スキー部 15329

樺澤 茉宝 新潟大学学友会基礎スキー部女子 3430

中村 舞 早稲田大学ネージュスキークラブ 98431

山岸 日向子 早稲田モンブランスキークラブ 65332

澁谷 佳央梨 上智大学ASPENスキークラブ 86233

林 桃加 藤女子大学スキー同好会 9134

北原 愛衣 東京薬科大学シリウススキークラブ 17436

酒井 陽菜 小樽商科大学基礎スキー部 4337

髙島 亜美 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 36M138

常樂寺 希帆 信州大学基礎スキー部 23439

田中 麻貴 関西学院大学モルゲンロートSC 6340

佐藤 史佳 早稲田大学スガスキークラブ 19M141

鈴木 絢子 同志社大学ルナスキークラブ 91342

野村 菜々子 富山県立大学スキー部 20343

関 奈々星 神奈川大学TRiAL 7444

廣田 裕美 慶應義塾大学ピュアスキークラブ 148246

大澤 美紗貴 京都女子大学スキークラブ 20447

錦織 美香 都留文科大学スキー同好会 1349

鈴川 真由 慶應大学リーベンスキークラブ 116M250

宝田 奈緒 中央大学ポルススキークラブ 16451

霜越 日南子 獨協大学体育会スキー部 79454

難波 彩巴 東洋英和女学院大学TOPAZ 79255

戸田 悠莉子 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 102356

服部 春佳 東京女子大学LBJスキーチーム 92258
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Bib NAME TEAM 本選順位学年

女子個人　決戦　出場者リスト

班分け

1班 水口 真紀 千葉大学体育会スキー部 77359

藤原 桜 明治大学ロンドールAチーム 79260

窪田 美怜 慶應義塾大学ピュアスキークラブ 144161

2班 友永 菜摘 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 120362

岡本 美範 慶應大学リーベンスキークラブ 149363

加賀谷 咲希 東京女子大学LBJスキーチーム 97264

黒岩 凜 上智大学ASPENスキークラブ 69366

川井　 多瑛 法政エバグレ 34168

上杉 歩未 青山学院大学USAスキー愛好会 11169

立石 佳帆 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 32270

川野 亜紗美 早稲田モンブランスキークラブ 122373

金子 智恵 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 67375

加藤 優子 新潟大学学友会基礎スキー部女子 62278

竹原 萌 明治大学ロンドールBチーム 125379

中村 心春 立命館大学金太郎スキー同好会 26180

竹中 楓月 関西学院大学モルゲンロートSC 105381

中司 佳奈 同志社大学ルナスキークラブ 52382

木場 未耀 北海道大学エレガントスキー部 124283

長島 汀 中央大学ポルススキークラブ 130284

石栗 沙貴 北翔大学スキー部 29385

鈴木 智代花 信州大学基礎スキー部 18488

大久保 瑚桃 津田塾大学Glacier Ski Team 138389

三原 梨瑚 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 88393

中澤 唯愛 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 48496

梅沢 真子 東京農大基礎ｽｷｰ同好会RUBBISH 30397

目黒 智世 京都産業大学体育会スキー部 77299

長谷川 紗希 富山県立大学スキー部 843103

清水 理名 早稲田大学スガスキークラブ 863105

岩間　 琴音 法政エバグレ 1412107

田中 萌々 明治大学ロンドールAチーム 334108

塩満 あすか お茶の水女子大学LBJｽｷｰﾁｰﾑ 923110

泉 喜代 信州大学基礎スキー部 443112

藤垣 由伊 早稲田大学スガスキークラブ 263113

石井 菜々子 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 403115

新川 未緒 北海道大学エレガントスキー部 28M2117

氏原 裕美 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 423118

安田 莉子 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 522119

久保 麻結 明治大学ロンドールAチーム 703120

山枡 夏実 獨協大学体育会スキー部 1224122

高根 里菜 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 353124

山田 愛乃 上智大学ASPENスキークラブ 464125

吉田 ひな 東京大学LBJスキーチーム 1112126

大蔵 更紗 千葉大学体育会スキー部 732127

盛 杏樹 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 1073128

高橋 菜沙 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 1072129

奈須川 瑞希 北翔大学スキー部 251130

原山 ひとみ 明治大学ロンドールBチーム 1452131
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女子個人　決戦　出場者リスト

班分け

2班 岩田 成美 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1324133

小松 楓子 信州大学基礎スキー部 704135

筋野 夏生 千葉大学体育会スキー部 521136

丸山 夏奈 明治学院大学オーストリアSC 1472137

大島 桃子 早稲田大学スガスキークラブ 563138

井手 絢香 お茶の水女子大学LBJｽｷｰﾁｰﾑ 412139

3班 門馬 明日香 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 1503141

明石 亜子 新潟大学学友会基礎スキー部女子 902144

千葉 彩花 明治大学ロンドールBチーム 1292148

三木 理紗子 信州大学基礎スキー部 1004149

奥本 彩花 信州大学基礎スキー部 1112151

海老沼 まひろ 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 562152

大野 琴音 早稲田大学スガスキークラブ 504153

松本 涼花 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 1312156

大関 未来 信州大学基礎スキー部 1404161

松本 渓 早稲田大学スガスキークラブ 742162

森田 真子 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 1022164

板倉 加奈 早稲田大学スガスキークラブ 922167

梅崎 雪花 信州大学基礎スキー部 1362168

加藤 莉慧 早稲田大学スガスキークラブ 1143169

柳沢 希望 早稲田大学スガスキークラブ 603171

久保 真季 早稲田大学スガスキークラブ 1362172

臼田 千優 明治大学ロンドールBチーム 592174

吉川 桜莉 早稲田大学ツェルマットスキークラブ 923175

古賀 南帆 青山学院大学イフ基礎ｽｷｰ愛好会 1203176

千野 瑞季 千葉大学体育会スキー部 1393178

米山 真由 上智大学ASPENスキークラブ 1324183

三壺 流佳 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 664185

山上 千幸 北翔大学スキー部 112186

高部 美希 新潟大学学友会基礎スキー部女子 832187

松浦 未來 北海道大学エレガントスキー部 473188

横森 和子 新潟大学学友会基礎スキー部女子 1263189

岡崎 里香 信州大学基礎スキー部 704191

鈴木 芽生 早稲田大学スガスキークラブ 102193

徳岡 純怜 法政エバグレ 1422195

中嶋 紗愛 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1104196

佐藤 友香 明治学院大学オーストリアSC 1343197

池上 由夏 北海道大学エレガントスキー部 302200

井上 紗那 上智大学ASPENスキークラブ 674201

荒巻 佳穂 新潟大学学友会基礎スキー部女子 823202

三宅 理子 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 843203

志茂 友美 明治大学ロンドールAチーム 433206

根本 実和 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 552208

高橋 知恵 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 1173213

宮下 まどか 明治大学ロンドールAチーム 1074215

伊藤 真優 早稲田大学スガスキークラブ 643216

西川 未玲 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 1022217
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班分け

3班 河野 美里 北海道大学エレガントスキー部 1283218

永島 栞 明治大学ロンドールAチーム 1064219

滝沢 香林 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌ 1182226

可児 萌栞 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 1272227

加藤 沙也花 新潟大学学友会基礎スキー部女子 374230

山下 明築 信州大学基礎スキー部 1142232

本多 沙羅 早稲田大学スガスキークラブ 604234

小林 愛菜 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌ 1462235

花本 真唯 信州大学基礎スキー部 1432239
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