
ALPINE 
TECNICA

L（SL,GS
,F）DEMONS

TRATION
ALPINE 

SPEED（D
H,SG）

アルペン競技の部
スピード系

DHスタートリスト



グルーピング＆ドロー

男子滑降 名118

BIB 人数グループ

参加人数

名351 1 35～

名302 36 65～

名223 66 87～

名134 88 100～

名85 101 108～

名66 109 114～

名47 115 118～

女子滑降 名47

BIB 人数グループ

参加人数

名221 1 22～

名142 23 36～

名63 37 42～

名34 43 45～

名15 46 46～

名16 47 47～



BIB 大学名 クラブ名氏　名

アルペン男子滑降スタートリスト

1 大阪市立大学 競技スキー部糸井 大志

2 東海大学 湘南グリーンフェザント平井 開都

3 信州大学 競技スキークラブ堀江 陸

4 法政大学 レインディアスキークラブB坂本 嵐士

5 京都大学 JTCスキーレーシングチームA高見 祐丞

6 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B石川 晴太

7 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ三浦 雄輝

8 上智大学 スキー部アルカディア窪嶋 竜太

9 岐阜大学 岩岳スキーチームA安田 創

10 横浜市立大学 RST三浦 楓人

11 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブB小林 卓

12 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A新川 智大

13 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブC松本 康平

14 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部A勝山 佑真

15 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブA平松 直季

16 中央大学 かもしかスキークラブ吉池 晋一

17 三重大学 競技スキー部中島 光基

18 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会佐塚 太一

19 横浜国立大学 体育会スキー部A遠藤 岳大

20 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ池田 諒平

21 金沢工業大学 金沢工業杵渕 玲大

22 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.石渡 亮

23 神奈川工科大学 スキー部大滝 康樹

24 法政大学 レインディアスキークラブA川口谷 涼

25 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブB山岸 史拓

26 一橋大学 体育会スキー部幸 颯人

27 立命館大学 ホワイトクリスタル生源寺 健太

28 新潟大学 学友会競技スキー部乾 和雅

29 京都大学 JTCスキーレーシングチームB中山 健史

30 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会市川 岳海

31 慶應義塾大学 ラ・シャールスキークラブ栂野 僚

32 名古屋大学 体育会スキー部井口 岳麿

33 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部岡 航平

34 横浜国立大学 体育会スキー部B鈴木 宏一郎

35 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER辻 卓弥

36 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B深澤 優太

37 横浜国立大学 体育会スキー部B無量小路俊輔

38 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会小林 優斗

39 慶應義塾大学 ラ・シャールスキークラブ岡野 圭吾

40 信州大学 競技スキークラブ高橋 麟太郎

41 神奈川工科大学 スキー部山下 俊平

42 横浜国立大学 体育会スキー部A外村 海

43 上智大学 スキー部アルカディア小川 結生

44 法政大学 レインディアスキークラブB田中 洸希

45 新潟大学 学友会競技スキー部渡邉 俊太朗

46 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A小笠原 義修

47 中央大学 かもしかスキークラブ赤井 健朔

48 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブB山脇 智史

49 大阪市立大学 競技スキー部寺田 光太郎

50 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.山本 万就



BIB 大学名 クラブ名氏　名

アルペン男子滑降スタートリスト

51 金沢工業大学 金沢工業山名 平

52 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部A原田 真我

53 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER島田 樹空

54 名古屋大学 体育会スキー部成田 侑星

55 三重大学 競技スキー部谷口 純生

56 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ高峰 悠

57 京都大学 JTCスキーレーシングチームA竹内 創史

58 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部竹尾 悠希

59 立命館大学 ホワイトクリスタル松田 大輝

60 京都大学 JTCスキーレーシングチームB小沼 祐介

61 東海大学 湘南グリーンフェザント藤田 遼太郎

62 一橋大学 体育会スキー部大関 雄太郎

63 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブA天貝 蒼一郎

64 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ大田 想楽

65 法政大学 レインディアスキークラブA新海 佑真

66 信州大学 競技スキークラブ関 純哉

67 名古屋大学 体育会スキー部守屋 鳳人

68 大阪市立大学 競技スキー部中村 諒太郎

69 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部大槻 征嗣

70 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B伊藤 広晃

71 京都大学 JTCスキーレーシングチームB古田 将万

72 横浜国立大学 体育会スキー部A渋谷 昂大

73 法政大学 レインディアスキークラブA黒川 優樹

74 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ細野 里音

75 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.相川 直哉

76 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A上野 伸樹

77 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会大久保 歩夢

78 横浜国立大学 体育会スキー部B有賀 恒輝

79 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ水川 太貴

80 慶應義塾大学 ラ・シャールスキークラブ片山 皓翔

81 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部A村上 聖樹

82 京都大学 JTCスキーレーシングチームA土井 瑛介

83 法政大学 レインディアスキークラブB美柑 俊輔

84 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブA万丈 景佑

85 上智大学 スキー部アルカディア井上 遥貴

86 中央大学 かもしかスキークラブ原 浩輝

87 東海大学 湘南グリーンフェザント村上 心音

88 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部長尾 星史朗

89 京都大学 JTCスキーレーシングチームB吉田 零

90 信州大学 競技スキークラブ片岡 大地

91 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会氏家 佳祐

92 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.国府田 隆

93 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ迫村 崇史

94 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A古坂 健次郎

95 名古屋大学 体育会スキー部中村 純

96 法政大学 レインディアスキークラブB廣瀬 優季

97 法政大学 レインディアスキークラブA岡本 航太郎

98 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ遠藤 海洸

99 中央大学 かもしかスキークラブ石井 日高

100 京都大学 JTCスキーレーシングチームA宝本 航大



BIB 大学名 クラブ名氏　名

アルペン男子滑降スタートリスト

101 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部深見 怜真

102 中央大学 かもしかスキークラブ金子 凛太朗

103 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ重光 玄

104 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会光永 剛志

105 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ松村 輝樹

106 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A田中 壮馬

107 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.松本 賢紀

108 名古屋大学 体育会スキー部織田 悠輔

109 名古屋大学 体育会スキー部小林 亜藍

110 中央大学 かもしかスキークラブ笠井 駿

111 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.樽井 謙英

112 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部池本 昇馬

113 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ関山 夏生

114 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ野口 慧悟

115 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ山内 直己

116 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.中村 文則

117 中央大学 かもしかスキークラブ松本 崚

118 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ井原 慶汰



BIB 大学名 クラブ名氏　名

アルペン女子滑降スタートリスト

1 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部広瀬 奈美

2 明治大学 愛好会スキー部ウルブラン伊藤 朱里

3 北海道教育大学 競技スキー部中澤 絵里

4 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ花木 冬芽

5 東京農工大学 学友会スキー部Feloze村上 美雨

6 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブ立石 佳帆

7 新潟大学 学友会競技スキー部水落 亜久里

8 大阪市立大学 競技スキー部石田 三奈

9 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER山本 椋子

10 名古屋大学 体育会スキー部伊藤 香凛

11 岐阜大学 岩岳スキーチームC大槻 あずみ

12 早稲田大学 ガイゼルスキークラブ小澤 知華子

13 横浜国立大学 体育会スキー部鎌田 理緒

14 信州大学 競技スキークラブ今井 香凜

15 東海大学 湘南グリーンフェザント秋田 彩夏

16 明星大学 明星大学スキーチーム八代 穂乃香

17 横浜市立大学 RST大関 羅捺

18 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ百瀬 千夏美

19 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部八代 桃香

20 上智大学 スキー部アルカディア木内 萌波

21 聖心女子大学 聖心女子大学体育会スキー部遠藤 美紗希

22 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会西郷 姫奈

23 上智大学 スキー部アルカディア金子 尚代

24 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部木村 真帆

25 早稲田大学 ガイゼルスキークラブ落合 佑紀

26 名古屋大学 体育会スキー部門田 汐梨

27 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER並木 日和

28 東京農工大学 学友会スキー部Feloze石川 楓野

29 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会原 優果

30 新潟大学 学友会競技スキー部虎本 幸

31 横浜市立大学 RST嶋貫 三輪

32 聖心女子大学 聖心女子大学体育会スキー部藤掛 和佳子

33 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部大越 春佳

34 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブ大野 紫花

35 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ安陪 七海

36 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ多東 万里奈

37 上智大学 スキー部アルカディア鳴島 沙紀

38 東京農工大学 学友会スキー部Feloze椎窓 さくら

39 横浜市立大学 RST小松代 菜摘

40 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部大川 瑚夏

41 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ山田 涼葉

42 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部盛 日世菜

43 横浜市立大学 RST荒波 柚

44 上智大学 スキー部アルカディア倉持 綾

45 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部石井 明衣

46 上智大学 スキー部アルカディア松井 遥香

47 上智大学 スキー部アルカディア中久喜 亜美



ALPINE 
TECNICA

L（SL,GS
,F）DEMONS

TRATION
ALPINE 

SPEED（D
H,SG）

アルペン競技の部
スピード系

SGスタートリスト



グルーピング＆ドロー

男子スーパー大回転 名130

BIB 人数グループ

参加人数

名381 1 38～

名332 39 71～

名253 72 96～

名164 97 112～

名85 113 120～

名66 121 126～

名47 127 130～

女子スーパー大回転 名69

BIB 人数グループ

参加人数

名291 1 29～

名232 30 52～

名113 53 63～

名24 64 65～

名25 66 67～

名26 68 69～



BIB 大学名 クラブ名氏　名

アルペン男子スーパーGスタートリスト

1 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブC松本 康平

2 東海大学 湘南グリーンフェザント平井 開都

3 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部A原田 真我

4 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A小笠原 義修

5 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブA平松 直季

6 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ池田 諒平

7 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER辻 卓弥

8 名古屋大学 体育会スキー部井口 岳麿

9 信州大学 競技スキークラブ堀江 陸

10 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会佐塚 太一

11 横浜国立大学 体育会スキー部A遠藤 岳大

12 京都大学 JTCスキーレーシングチームA高見 祐丞

13 玉川大学 体育会スキー部小林 匠之介

14 新潟大学 学友会競技スキー部乾 和雅

15 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブB小林 卓

16 東京農工大学 学友会スキー部Feloze B長沼 賢人

17 岐阜大学 岩岳スキーチームA安田 創

18 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B曽我 旭

19 中央大学 かもしかスキークラブ吉池 晋一

20 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会市川 岳海

21 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部岡 航平

22 法政大学 レインディアスキークラブA川口谷 涼

23 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ重光 玄

24 上智大学 スキー部アルカディア窪嶋 竜太

25 慶應義塾大学 ラ・シャールスキークラブ栂野 僚

26 横浜国立大学 体育会スキー部B鈴木 宏一郎

27 法政大学 レインディアスキークラブB坂本 嵐士

28 一橋大学 体育会スキー部幸 颯人

29 横浜市立大学 RST三浦 楓人

30 立命館大学 ホワイトクリスタル生源寺 健太

31 日本大学 理工学部スキー部N.U.T.S B渡邉 恵樹

32 三重大学 競技スキー部中島 光基

33 大阪市立大学 競技スキー部寺田 光太郎

34 京都大学 JTCスキーレーシングチームB中山 健史

35 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.石渡 亮

36 神奈川工科大学 スキー部大滝 康樹

37 金沢工業大学 金沢工業杵渕 玲大

38 明治大学 愛好会スキー部ウルブラン橋詰 大

39 金沢工業大学 金沢工業山名 平

40 横浜市立大学 RST陳 卓堯

41 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER島田 樹空

42 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブC石原 有基

43 東海大学 湘南グリーンフェザント村上 心音

44 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ遠藤 海洸

45 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B石川 晴太

46 法政大学 レインディアスキークラブB田中 洸希

47 信州大学 競技スキークラブ高橋 麟太郎

48 明治大学 愛好会スキー部ウルブラン佐藤 匠

49 横浜国立大学 体育会スキー部B無量小路俊輔

50 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.相川 直哉



BIB 大学名 クラブ名氏　名

アルペン男子スーパーGスタートリスト

51 大阪市立大学 競技スキー部中村 諒太郎

52 京都大学 JTCスキーレーシングチームA竹内 創史

53 慶應義塾大学 ラ・シャールスキークラブ片山 皓翔

54 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ大田 想楽

55 上智大学 スキー部アルカディア岡添 航太郎

56 立命館大学 ホワイトクリスタル松田 大輝

57 京都大学 JTCスキーレーシングチームB小沼 祐介

58 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部A勝山 佑真

59 法政大学 レインディアスキークラブA新海 佑真

60 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会小林 優斗

61 中央大学 かもしかスキークラブ赤井 健朔

62 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部竹尾 悠希

63 三重大学 競技スキー部谷口 純生

64 名古屋大学 体育会スキー部成田 侑星

65 一橋大学 体育会スキー部大関 雄太郎

66 新潟大学 学友会競技スキー部渡邉 俊太朗

67 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブA天貝 蒼一郎

68 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブB矢嶋 颯太

69 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A新川 智大

70 神奈川工科大学 スキー部山下 俊平

71 横浜国立大学 体育会スキー部A外村 海

72 中央大学 かもしかスキークラブ原 浩輝

73 横浜国立大学 体育会スキー部A渋谷 昂大

74 法政大学 レインディアスキークラブA黒川 優樹

75 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブB山脇 智史

76 東海大学 湘南グリーンフェザント能登谷 侑澄

77 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブC飯沼 皓大

78 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A上野 伸樹

79 慶應義塾大学 ラ・シャールスキークラブ岡野 圭吾

80 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ細野 里音

81 大阪市立大学 競技スキー部糸井 大志

82 京都大学 JTCスキーレーシングチームA宝本 航大

83 三重大学 競技スキー部高井 菖汰

84 法政大学 レインディアスキークラブB美柑 俊輔

85 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部大槻 征嗣

86 横浜国立大学 体育会スキー部B有賀 恒輝

87 上智大学 スキー部アルカディア小川 結生

88 名古屋大学 体育会スキー部守屋 鳳人

89 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ野口 慧悟

90 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会大久保 歩夢

91 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B深澤 優太

92 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部A村上 聖樹

93 信州大学 競技スキークラブ関 純哉

94 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.山本 万就

95 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブA万丈 景佑

96 京都大学 JTCスキーレーシングチームB古田 将万

97 信州大学 競技スキークラブ片岡 大地

98 京都大学 JTCスキーレーシングチームA土井 瑛介

99 法政大学 レインディアスキークラブA岡本 航太郎

100 三重大学 競技スキー部松本 駿也
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101 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会氏家 佳祐

102 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ迫村 崇史

103 中央大学 かもしかスキークラブ石井 日高

104 上智大学 スキー部アルカディア井上 遥貴

105 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部長尾 星史朗

106 法政大学 レインディアスキークラブB廣瀬 優季

107 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A古坂 健次郎

108 京都大学 JTCスキーレーシングチームB吉田 零

109 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.松本 賢紀

110 名古屋大学 体育会スキー部中村 純

111 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ三浦 雄輝

112 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部B伊藤 広晃

113 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会光永 剛志

114 名古屋大学 体育会スキー部織田 悠輔

115 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ水川 太貴

116 中央大学 かもしかスキークラブ金子 凛太朗

117 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部深見 怜真

118 東京農工大学 学友会スキー部Feloze A田中 壮馬

119 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.樽井 謙英

120 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ松村 輝樹

121 中央大学 かもしかスキークラブ笠井 駿

122 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ関山 夏生

123 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ高峰 悠

124 名古屋大学 体育会スキー部小林 亜藍

125 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部池本 昇馬

126 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.国府田 隆

127 早稲田大学 スキー同好会W.S.S.中村 文則

128 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ山内 直己

129 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ井原 慶汰

130 中央大学 かもしかスキークラブ松本 崚
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1 東京薬科大学 スキー部細田 有稀

2 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部大越 春佳

3 玉川大学 体育会スキー部宝山 延愛

4 中央大学 ポルススキークラブ宝田 奈諸

5 岐阜大学 岩岳スキーチームC大槻 あずみ

6 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会西郷 姫奈

7 横浜市立大学 RST大関 羅捺

8 北海道教育大学 競技スキー部中澤 絵里

9 中央大学 かもしかスキークラブ飯野 遥

10 聖心女子大学 聖心女子大学体育会スキー部藤掛 和佳子

11 成蹊大学 体育会スキー部荻野 咲子

12 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部広瀬 奈美

13 信州大学 競技スキークラブ吉村 真乃加

14 明治大学 愛好会スキー部ウルブラン緑川 慶子

15 明星大学 明星大学スキーチーム八代 穂乃香

16 工学院大学 体育会スキー部竹山 綾乃

17 横浜国立大学 体育会スキー部鎌田 理緒

18 新潟大学 学友会競技スキー部水落 亜久里

19 日本大学 理工学部スキー部N.U.T.S平野 沙織

20 大阪市立大学 競技スキー部石田 三奈

21 東海大学 湘南グリーンフェザント秋田 彩夏

22 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ花木 冬芽

23 名古屋大学 体育会スキー部伊藤 香凛

24 早稲田大学 ガイゼルスキークラブ永瀬 姫菜

25 東京農工大学 学友会スキー部Feloze村上 美雨

26 上智大学 スキー部アルカディア木内 萌波

27 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER山本 椋子

28 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ百瀬 千夏美

29 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブ立石 佳帆

30 新潟大学 学友会競技スキー部虎本 幸

31 芝浦工業大学 サンタ競技スキー同好会原 優果

32 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部大川 瑚夏

33 東京農工大学 学友会スキー部Feloze石川 楓野

34 信州大学 競技スキークラブ今井 香凜

35 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブ柏倉 かほり

36 東京薬科大学 スキー部佐藤 裕香

37 横浜市立大学 RST早川 華音

38 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部木村 真帆

39 玉川大学 体育会スキー部窪島 愛

40 中央大学 ポルススキークラブ東田 梨穂

41 中央大学 かもしかスキークラブ石川 彩花

42 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ多東 万里奈

43 聖心女子大学 聖心女子大学体育会スキー部遠藤 美紗希

44 名古屋大学 体育会スキー部門田 汐梨

45 日本大学 生物資源科学部スキー部GASPER並木 日和

46 早稲田大学 シュプリンゲンスキークラブ安陪 七海

47 成蹊大学 体育会スキー部荻野 奈々子

48 明治大学 愛好会スキー部ウルブラン伊藤 朱里

49 上智大学 スキー部アルカディア金子 尚代

50 早稲田大学 ガイゼルスキークラブ小澤 知華子
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51 東海大学 湘南グリーンフェザント松田 美和

52 明星大学 明星大学スキーチーム八代 友梨香

53 東京農工大学 学友会スキー部Feloze椎窓 さくら

54 中央大学 かもしかスキークラブ斉藤 伊麻里

55 明治大学 体同連スキー部シャスネージュ山田 涼葉

56 慶應義塾大学 ディモンズ倶楽部盛 日世菜

57 東京理科大学 Ⅰ部体育局スキー部石井 明衣

58 早稲田大学 ガイゼルスキークラブ落合 佑紀

59 東京薬科大学 スキー部八尾板 郁香

60 慶應義塾大学 リーゼンスキークラブ大野 紫花

61 上智大学 スキー部アルカディア鳴島 沙紀

62 横浜市立大学 RST石田 ひかる

63 玉川大学 体育会スキー部藤田 康子

64 横浜市立大学 RST嶋貫 三輪

65 上智大学 スキー部アルカディア倉持 綾

66 上智大学 スキー部アルカディア松井 遥香

67 横浜市立大学 RST小松代 菜摘

68 横浜市立大学 RST荒波 柚

69 上智大学 スキー部アルカディア中久喜 亜美
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