
The 50ｔｈ 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：1～251　（152名）
開始時刻　9:00～ 各班：50～51名

7-1 パラレルターン大回り（6ターン以 F ①班 1 ～ 65 → ③班 155 ～ 251 → ②班 68 ～ 150
7-2 総合滑降　助走規制 E ②班 68 ～ 150 → ①班 1 ～ 65 → ③班 155 ～ 251
7-3 パラレルターン小回り　不整地 C ③班 155 ～ 251 → ②班 68 ～ 150 → ①班 1 ～ 65

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。
★使用コートが　G　→　C　に変更していますのでご注意下さい。

3月1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 大島 桃子 早稲田大学スガスキークラブ 4241

杉本 ゆりな 北翔大学スキー部 342

川井　 多瑛 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 323

錦織 美香 都留文科大学blanca 744

今村 優香 東京農業大学RUBBISH 19115

奈須川 瑞希 北翔大学スキー部 926

池上 由夏 北海道大学エレガントスキー部 3237

中村 心春 立命館大学金太郎スキー同好会 1128

梅沢 真子 東京農業大学RUBBISH 1649

野村 菜々子 富山県立大学スキー部 59410

平田 楓 日本体育大学基礎スキー研究会 17411

山上 千幸 北翔大学スキー部 28312

池田 茉莉 津田塾大学ｸﾞﾗｼｪｰﾙｽｷｰﾁｰﾑ 28413

北原 愛衣 東京薬科大学シリウススキークラブ 5514

石栗 沙貴 北翔大学スキー部 15415

上杉 歩未 青山学院大学USAｽｷ-愛好会 1216

齋藤 くる美 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 2218

藤垣 由伊 早稲田大学スガスキークラブ 40419

鈴木 芽生 早稲田大学スガスキークラブ 32320

井手 絢香 お茶の水女子大学LBJ ski team 19321

青木 比那 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 59322

吉田 朋笑 京都産業大学体育会スキー部 19223

小林 清佳 早稲田大学ベルスキークラブ 63424

小出 柚羽 武蔵野美術大学ムササビスキー部 32127

芳野 令奈 日本体育大学基礎スキー研究会 64228

井田 成美 南山大学基礎スキー部GLACIER 80329

荻野 咲子 成蹊大学基礎スキー部 96430

鈴木 絢子 同志社大学ﾙﾅﾃｨｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 108431

三原 梨瑚 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 99432

樺澤 咲帆 日大経済学部スキー部ヴぉるかめ 12233

岩間　 琴音 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 132338

上野 愛理沙 上越教育大学スキー部 93239

高田 萌菜 千葉大学体育会スキー部 68240

五味 星空 東京農業大学RUBBISH 251242

西本 怜 関西大学基礎スキークラブ 140243

引田 舞 中央大学Bamboo Skiing ClubA 93444

伊藤 真優 早稲田大学スガスキークラブ 92446

神崎 かのん 東京大学LBJ ski team A 50348

武富 零央 日本女子大学LBJ ski team 44249

竹中 楓月 関西学院大学モルゲンロートSC 90451

今渕 玲奈 Lakeland大学まぐろやきにく 88252

酒井 唯華 信州大学基礎スキー部 47253

山宮 永遠 松本大学スキー部 44255

加藤 優子 新潟大学学友会基礎スキー部 68356

木村 美音 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 121457

滝沢 香林 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 129358

志茂 友美 明治大学ロンドール 31460
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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 尾崎 里瑚 北海道大学基礎スキー部 23361

五十嵐 優奈 山形大学BigBoots 37362

角田 史佳 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 84264

小倉 愛永 東洋大学クローシュスキークラブ 35265

2班 田中 麻貴 大阪女学院大学基礎スキー部 9468

高見 優梨子 大阪大学JUNGFRAU 70370

森 茉央 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 74372

難波 彩巴 東洋英和女学院大学トパーズ 78373

海老沼 まひろ 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 75375

越田 悠里 京都大学スノーパンサー 46476

千葉 恭子 文教大学ウインタースポーツ 6377

山口 真穂 立命館大学金太郎スキー同好会 56478

根城 美佑 北海道大学エレガントスキー部 25279

関口 遼香 恵泉女学園大学体育会スキー部 37280

川野 亜紗美 早稲田大学モンブランスキークラブ 75482

山田 萌海 津田塾大学ｸﾞﾗｼｪｰﾙｽｷｰﾁｰﾑ 22283

鈴川 真由 慶應義塾大学ﾘｰﾍﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1232184

大角 彩乃 立命館大学ﾎﾜｲﾄｸﾘｽﾀﾙ 140285

黒岩 凜 上智大学ASPENスキークラブ 47486

伊村 乃映 北海学園大学基礎スキー部 12188

師岡 はるか 京都大学スノーパンサー 56389

橋本 梨世 文教大学ウインタースポーツ 18390

三上 舞夏 早稲田大学モンブランスキークラブ 102291

明石 亜子 新潟大学学友会基礎スキー部 127392

内田 麻結 明治大学ロンドールB 129393

加藤 愛華 立命館大学ﾎﾜｲﾄｸﾘｽﾀﾙ 131294

細野 希美 東京大学LBJ ski team A 96295

宝田 奈緒 中央大学ポルススキークラブ 141196

奥本 彩花 信州大学基礎スキー部 108397

筋野 夏生 千葉大学体育会スキー部 23299

藤原 桜 明治大学ロンドール 613102

戸高 千慧 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1162103

大久保 瑚桃 津田塾大学ｸﾞﾗｼｪｰﾙｽｷｰﾁｰﾑ 1504104

梅田 茉莉 中央大学Bamboo Skiing ClubA 1023106

毛利 悠花 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 752108

小林 愛菜 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1023109

松島 有花 大阪女学院大学基礎スキー部 393112

成田 絢音 国士舘大学ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1323113

曾羅 和夏 東洋大学クローシュスキークラブ 844116

新垣 杏奈 早稲田大学ベルスキークラブ 524118

北原 希 日本体育大学基礎スキー研究会 1162119

中道 万葉 京都産業大学体育会スキー部 993124

山下 祐里奈 早稲田大学スキー同好会W.S.S. 71125

荻野 奈々子 成蹊大学基礎スキー部 702128

松本 渓 早稲田大学スガスキークラブ 1123130

平田 絢華 北海道大学基礎スキー部 802132

森田 マリヤ 東京農業大学RUBBISH 702136
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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

2班 田村 理知 東京女子大学LBJ ski team 1122137

中司 佳奈 同志社大学ﾙﾅﾃｨｯｸｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ 474140

戸田 悠莉子 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 844141

西川 未玲 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 883143

山下 明築 信州大学基礎スキー部 903146

奥原 理映子 京都大学スノーパンサー 553148

中村 真理子 新潟大学学友会基礎スキー部 1363150

3班 水口 真梨奈 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 502155

河合 音羽 文教大学ウインタースポーツ 422157

高橋 菜沙 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1023158

伊藤 結衣 北海道大学エレガントスキー部 5412162

堀 萌夏 千葉大学体育会スキー部 401165

本間 友梨 早稲田大学スガスキークラブ 804166

紺田 涼香 法政大学ｴﾊﾞｰｸﾞﾚｰｽﾃﾞﾓｽｷｰﾁｰﾑ 252167

佐藤 澄佳 北海道大学基礎スキー部 733168

秋田 紗楽 東京理科大基礎ｽｷｰ同好会BLITZ 1452169

久保 ひびき 早稲田大学ベルスキークラブ 1024170

山岸 日向子 早稲田大学モンブランスキークラブ 784171

川路 葉月 東京農業大学RUBBISH 352172

大蔵 更紗 千葉大学体育会スキー部 643173

廣田 愛華 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 962174

小野口 珠光 北海道大学基礎スキー部 642175

青野 遥南 中央大学Bamboo Skiing ClubA 1214176

江戸 佑莉子 青山学院大学ｲﾌﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰﾁｰﾑ 1123178

可児 萌栞 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1023180

古屋 みのり 早稲田大学モンブランスキークラブ 1502181

板倉 加奈 早稲田大学スガスキークラブ 1123182

青木 夏海 東京農業大学RUBBISH 562184

宮地 杏子 早稲田大学ベルスキークラブ 933185

松本 涼花 慶應義塾大学ﾘｰｾﾞﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1363187

塚腰 鈴美 上智大学ASPENスキークラブ 1323189

臼田 千優 明治大学ロンドール 613190

梅崎 雪花 信州大学基礎スキー部 1233191

木村 日向子 信州大学基礎スキー部 642194

清野 菜月 新潟大学学友会基礎スキー部 1422195

中村 彩音 東京農業大学RUBBISH 1232196

保坂 若菜 明治学院大学オーストリアSC 1082199

平野 詩歩 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1502200

小林 亜弥 津田塾大学ｸﾞﾗｼｪｰﾙｽｷｰﾁｰﾑ 1272203

川上 理彩 北海道大学基礎スキー部 1363204

吉川 桜莉 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1084205

石井 萌 千葉大学体育会スキー部 1363207

青木 若菜 京都大学スノーパンサー 1162214

河野 真衣 中央大学Bamboo Skiing ClubA 1163215

花本 真唯 信州大学基礎スキー部 1453217

丸山 夏奈 明治学院大学オーストリアSC 1233218

早津 友 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1423228
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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

3班 中山 綾乃 東京女子大学LBJ ski team 1202229

伊藤 華 北海道大学基礎スキー部 1452231

石渡 椿 京都大学スノーパンサー 802234

中野 りん 信州大学基礎スキー部 1422238

醍醐 愛莉 日本女子大学ﾍﾞｰｼｯｸｽｷｰｸﾗﾌﾞA 1452241

村林 茉侑 早稲田大学ﾂｪﾙﾏｯﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 842242

熊野 怜奈 京都大学スノーパンサー 1452243

神谷 萌 早稲田大学スガスキークラブ 282244

竹内 由 京都大学スノーパンサー 1322246

阿部 結羽 早稲田大学スガスキークラブ 992247

宮部 真歩 北海道大学基礎スキー部 523251
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