
第７６回 北海道スキー選手権大会/第21回　朝里川温泉ＳＬ競技会 ATOMIC CUP

 エントリーリスト(女子）   【 ポイント順 】
ポイントリスト FIS-No16 2021/2/23-24

No． FIS-No 　氏　　　名    よみがな 都道府県
１戦目
５４名

２戦目
５０名

FIS-SL SAJ-SL 　　所　属　名

1 306977  向川 桜子 ﾑｺｳｶﾞﾜ ｻｸﾗｺ  秋田 ○ ○ 25.38 19.28 秋田ｾﾞﾛｯｸｽ株式会社

2 308103  石塚 結 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｲ  学連 ○ ○ 48.59 25.58 早稲田大学

3 306987  岡本 乃絵 ｵｶﾓﾄ ﾉｴ  秋田 ○ ○ 51.61 51.89 鶴の湯温泉

4 308289  清水 小春 ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾙ  富山 ○ ○ 51.81 33.74 富山第一高校

5 308015  小南 綾 ｺﾐﾅﾐ ﾘｮｳ  学連 ○ ○ 55.67 21.64 早稲田大学

6 308228  本田 陽菜 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅ  北海道 ○ ○ 55.85 23.72 札幌第一高校

7 308173  小関 杏実 ｺｾｷ ｱﾐ  学連 ○ ○ 59.73 29.56 青森大学

8 307385  中澤 真緒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｵ  三重 ○ ○ 60.05 44.97 水谷ﾓﾃﾞﾙSC

9 308127  柳澤 梨加 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｶ  北海道 ○ ○ 60.52 29.51 北海道医療大学

10 308224  前田 理利 ﾏｴﾀﾞ ﾘﾘ  北海道 ○ ○ 65.58 31.74 小樽双葉高校

11 308195  髙橋 凜湖 ﾀｶﾊｼ ﾘｺ  秋田 ○ ○ 74.23 50.52 角館高校

12 308236  鈴木 英 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ  栃木 ○ ○ 80.23 53.42 足利大附属高校

13 308238  干川 美空 ﾎｼｶﾜ ﾐｸ  栃木 ○ ○ 81.53 73.97 足利大附属高校

14 308318  布目 朱理 ﾇﾉﾒ ｱｶﾘ  北海道 ○ ○ 81.62 48.54 旭川明成高校

15 308080  伊藤 睦 ｲﾄｳ ﾑﾂﾐ  学連 ○ ○ 85.32 51.48 専修大学

16 308372  阿部 きさら ｱﾍﾞ ｷｻﾗ  栃木 ○ ○ 85.34 73.77 足利大附属高校

17 308314  天野 ひかり ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ  北海道 ○ ○ 93.69 61.88 札幌第一高校

18 308079  須藤 真央 ｽﾄｳ ﾏﾅｶ  学連 ○ ○ 96.54 62.85 日本大学

19 308400  中村 祐希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ  秋田 ○ ○ 104.82 72.27 秋田県立角館高等学校

20 308388  上嶋 悠花 ｳｴｼﾏ ﾊﾙｶ  富山 ○ ○ 107.58 83.78 富山第一高校

21 307850  湊屋 幸菜 ﾐﾅﾄﾔ ﾕｷﾅ  学連 ○ ○ 109.93 77.01 早稲田大学

22 308392  山田 雪菜 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ  富山 ○ ○ 114.66 92.95 富山第一高校

23 308072  宮島 優佳 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｶ  学連 ○ ○ 115.24 81.91 専修大学

24 308294  豊嶋 さわ ﾄﾖｼﾏ ｻﾜ  秋田 ○ ○ 115.52 82.79 角館高校

25 308124  松井 芽 ﾏﾂｲ ﾒｲ  学連 ○ ○ 116.94 99.18 日本女子体育大学

26 308308  堀江 伽倉 ﾎﾘｴ ｶｸﾞﾗ  北海道 ○ ○ 122.39 92.51 ふらのｱﾙﾍﾟﾝｼﾞｭﾆｱ

27 308093  金井 鈴花 ｶﾅｲ ﾘﾝｶ  学連 ○ ○ 123.42 89.58 専修大学

28 308188  田中 凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ  石川 ○ ○ 124.22 92.76 星稜高校

29 308384  佐藤 穂 ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ  山形 ○ ○ 127.26 78.70 九里学園

30 308315  平地 佳奈子 ﾋﾗﾁ ｶﾅｺ  北海道 ○ ○ 131.01 79.87 札幌第一高校

31 308386  鈴木 杏 ｽｽﾞｷ ｱﾝ  栃木 ○ ○ 133.16 111.44 足利大附属高校

32 308319  藤森 爽 ﾌｼﾞﾓﾘ ｻﾔ  北海道 ○ ○ 135.55 80.42 旭川明成高校

33 308316  村山 光 ﾑﾗﾔﾏ ﾋｶﾘ  北海道 ○ ○ 141.66 98.56 東海大学付属札幌高校

34 308415  朝日 美依奈 ｱｻﾋ ﾐｲﾅ  北海道 ○ ○ 143.08 101.44 旭川明成高校

35 308377  嘉屋 美咲 ｶﾔ ﾐｻｷ  北海道 ○ ○ 146.58 100.95 東海大学付属札幌高校

36 307905  中野 佑香 ﾅｶﾉ ﾕｶ  学連 ○ ○ 151.97 123.28 法政大学

37 308320  松浦 実育 ﾏﾂｳﾗ ﾐｸ  北海道 ○ ○ 155.22 119.21 恵庭南高校

38 307963  尾﨑 有咲 ｵｻﾞｷ ｱﾘｻ  学連 ○ ○ 157.59 122.81 北見工業大学

39 308225  小野崎 澪 ｵﾉｻﾞｷ ﾐｵﾘ  学連 ○ ○ 158.46 118.08 立命館大学体育会スキー部

40 308401  鳥羽 愛梨 ﾄﾊﾞ ｱｲﾘ  秋田 ○ ○ 160.40 135.62 秋田県立角館高等学校

41 308011  黒木 莉央 ｸﾛｷﾞ ﾘｵ  学連 ○ ○ 161.42 105.84 専修大学

42 308221  村田 ひかり ﾑﾗﾀ ﾋｶﾘ  北海道 ○ ○ 163.71 110.25 富良野高校

43 308398  岡田 花梨 ｵｶﾀﾞ ｶﾘﾝ  北海道 ○ ○ 168.10 117.63 札幌第一高校

44 307909  管野 陽和 ｽｶﾞﾉ ﾋﾖﾘ  学連 ○ 172.82 89.35 北翔大学

45 308403  佐藤 和愛 ｻﾄｳ ﾅﾁｶ  秋田 ○ ○ 179.77 133.03 秋田県立角館高等学校

46 308270  関戸 あおい ｾｷﾄﾞ ｱｵｲ  愛知 ○ 209.29 158.99 愛工大名電高等学校

47 308438  山田 ゆら ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾗ  北海道 ○ ○ 223.81 140.56 札幌第一高校
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48 308332  兒玉 茉純 ｺﾀﾞﾏ ﾏｽﾐ  兵庫 ○ ○ 369.29 301.14 小代SC

49 308382  大井 桃羽 ｵｵｲ ﾓﾓﾊ  北海道 ○ ○ ------ 125.54 東海大学付属札幌高校

50 308351  小林 日向 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾅ  北海道 ○ ○ ------ 518.66 三笠ﾚｰｼﾝｸﾞ

51 308016  小野崎 絢 ｵﾉｻﾞｷ ｱﾔﾈ  学連 ○ ○ ------ 470.44 立命館大学

52 308406  井川 鈴華 ｲｶﾞﾜ ｽｽﾞｶ  北海道 ○ ------ 171.73 岩見沢緑陵高校

53 308418  野口 実央梨 ﾉｸﾞﾁ ﾐｵﾘ  北海道 ○ ------ 128.63 旭川東高校

54 308391  若見 明珠 ﾜｶﾐ ｱｶﾘ  山形 ○ ○ ------ 456.41 日大山形高等学校


