
（公財）全日本スキー連盟 B級公認 ※訂正版
スノウプラウ杯 2022 愛知ジャイアントスラローム大会
第2戦　大回転 1月21日 女子　GS

Bib SAJ.CORD 氏名 Name Nation（県名） 所属 SAJ　GS
1 03019062 難波 さくら ﾅﾝﾊﾞ ｻｸﾗ 東京 都立東大和高校 362.95
2 03020025 上篠 蓮奈 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚﾝﾅ 東京 東京女子学院高等学校 173.07
3 03010626 加藤 まなほ ｶﾄｳ ﾏﾅﾎ 学連 立教大学 148.83
4 03020821 三浦 瑠生 ﾐｳﾗ ﾙｷ 岩手 磐井中学校 169.67
5 03021216 清水 咲良 ｼﾐｽﾞ ｻﾗ 福井 陽明中学校 122.52
6 03018993 宇津宮 楓華 ｳﾂﾐﾔ ﾌｳｶ 岐阜 飛騨高山高校 83.95
7 03017912 谷口 綾 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾔ 岐阜 飛騨神岡高校 94.77
8 03018565 久保 乃愛 ｸﾎﾞ ﾉｱ 福井 福井工業大学附属福井高校 48.46
9 03019602 池見 萌 ｲｹﾐ ﾓｴ 福井 福井工業大学附属福井高校 160.38
10 03015731 大見 彩紗 ｵｵﾐ ｱﾔｻ 愛知 安城東高校 210.13
11 03023554 宮崎 愛 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ 福井 大野高校 171.54
12 03020689 田中 美雅 ﾀﾅｶ ﾐﾔﾋﾞ 岐阜 宮中学校 220.40
13 03022976 原 彩葵 ﾊﾗ ｱﾔｷ 福井 福井工業大学附属福井高校 279.24
14 03019370 細江 友香 ﾎｿｴ ﾕｳｶ 岐阜 飛騨神岡高校 164.79
15 03023338 磯村 日名子 ｲｿﾑﾗ ﾋﾅｺ 愛知 愛知教育大学付属高校
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（公財）全日本スキー連盟 B級公認

第２戦　大回転 1月21日
Bib SAJ.CORD 氏名 Name Nation（県名） 所属 SAJ　GS
1 03012244 北村 修司朗 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 京都 京都スキーランナークラブ 47.57
2 03017902 鈴口 諒真 ｽｽﾞｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 岐阜 飛騨高山高校 96.79
3 03017915 村井 翔 ﾑﾗｲ ｼｮｳ 岐阜 飛騨神岡高校 70.27
4 03019112 山下 颯斗 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 愛知 美和高校 131.96
5 03018975 石川 裕哉 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾔ 福井 大野高校 131.77
6 03010430 池田 晃 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 岐阜 岐阜日野自動車SC 84.95
7 03014226 野尻 優太 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳﾀ 学連 名古屋大学 84.03
8 03016563 下畑 勇登 ｼﾓﾊﾀ ﾕｳﾄ 岐阜 飛騨高山高校 74.07
9 03018568 森下 喬祐 ﾓﾘｼﾀ ｷｮｳｽｹ 福井 大野高校 116.88
10 03020309 黒須 悠太郎 ｸﾛｽ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城 岩瀬日本大学高校 77.00
11 03017221 牧野 紘明 ﾏｷﾉ ﾋﾛｱｷ 福井 大野高校（定） 132.99
12 03017913 洞口 誠吾 ﾎﾗｸﾞﾁ ｾｲｺﾞ 岐阜 飛騨神岡高校 75.13
13 03019016 脇谷 柊司 ﾜｷﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 東京 日本体育大学荏原高校 82.15
14 03016568 山村 駿太朗 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岐阜 飛騨高山高校 108.46
15 03017914 村井 堅 ﾑﾗｲ ｹﾝ 岐阜 飛騨神岡高校 77.92
16 03014866 北村 涼真 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 京都 ｸﾗｰｸ記念国際高校 134.48
17 03019307 一ノ本 廉 ｲﾁﾉﾓﾄ ﾚﾝ 京都 福知山成美高校 143.36
18 03017218 布川 凜旺 ﾇﾉｶﾜ ﾘｵ 福井 大野高校 144.91
19 03019369 二村 柊羽 ﾌﾀﾑﾗ ｼｭｳ 岐阜 飛騨高山高校 155.75
20 03016252 藤原 純之介 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 学連 愛知工業大学 161.81
21 03018215 栂野 僚 ﾄｶﾞﾉ ﾘｮｳ 神奈川 慶應義塾大学ラ・シャ―ル 168.09
22 03016418 原田 裕成 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ 京都 福知山成美高校 176.68
23 03018129 宮本 大輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 富山 富山第一高校 176.74
24 03020686 山岸 康平 ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾍｲ 富山 富山第一高校 178.88
25 03020211 榎本 龍人 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾄ 東京 学習院高等科 182.63
26 03021220 三谷 駿人 ﾐﾀﾆ ﾊﾔﾄ 福井 灯明寺中学校 184.31
27 03014580 鈴木 彩生 ｽｽﾞｷ ｻｲｾｲ 学連 國學院大学 185.26
28 03020970 鈴木 琉生 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 埼玉 西武文理中学校 194.11
29 03019306 一ノ本 禅都 ｲﾁﾉﾓﾄ ｾﾞﾝﾄ 福井 福井工業大学附属福井高校 219.62
30 03022671 牧野 櫂 ﾏｷﾉ ｶｲ 福井 福井工大附属福井高校 222.91
31 03007389 森山 文彦 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ 山梨 清里SC 231.35
32 03019939 野呂 颯太 ﾉﾛ ｿｳﾀ 岐阜 高山工業高校 239.03
33 03010822 府金 慶介 ﾌｶﾞﾈ ｹｲｽｹ 愛知 DENSO電友会SKI部 240.75
34 03021591 沖谷 桔平 ｵｷﾀﾆ ｷｯﾍﾟｲ 愛知 愛工大名電高等学校 242.73
35 03021681 西村 太造 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ 学連 関西大学 283.25
36 03019120 奈良 善乃進 ﾅﾗ ｾﾞﾝﾉｼﾝ 東京 日本大学豊山高校 288.16
37 03019169 加藤 進 ｶﾄｳ ｼﾝ 愛知 愛工大名電高等学校 318.29
38 03020739 新谷 凌也 ｱﾗﾀﾆ ﾘｮｳﾔ 岐阜 白川郷学園 326.01
39 03019354 今井 啄人 ｲﾏｲ ﾀｸﾄ 岐阜 高山工業高校 367.78
40 03016253 重光 玄 ｼｹﾞﾐﾂ ﾊｼﾞﾒ 東京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ 389.14
41 03003107 馬場 剛 ﾊﾞﾊﾞ ﾂﾖｼ 愛知 DENSO電友会SKI部 458.16
42 03025070 加藤 知英 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 愛知 TEAM AISIN
43 03023936 石田 翔星 ｲｼﾀﾞ ｿﾗ 福井 大野高校
44 03022670 細道 理暉 ﾎｿﾐﾁ ﾘｷ 福井 大野高校
45 03020624 梶田 素光 ｶｼﾞﾀ ﾓﾄﾐﾂ 愛知 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱST
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