
JOC ジュニアオリンピックカップ 2021 全日本ジュニアスキー選手権大会
Ｋ１女子スタートリスト

ＢＩＢ 選　　手　　名 　　ヨ　ミ　ガ　ナ 都道府県 　　所　　　　　属

1 伊藤　未羽 イトウ　ミウ 北海道　01 北広島JAS

2 藤原　七瀬 フジワラ　ナナセ 広島県　01 広島市立井口台小学校

3 湯田　姫琉 ユダ　ヒメル 福島県　01 だいくらSIEGER

4 加藤　世峰 カトウ　ヨネ 愛知県　01 明鏡スキークラブ

5 五十嵐　うた イカラシ　ウタ 山形県　01 朝日スポ少

6 湯浅　由梨 ユアサ　ユリ　 岡山県　01 津山市立加茂小学校

7 岡田　果穏 オカダ　カノン 北海道　02 Raumu.SRT

8 須野原　きらら スノハラ　キララ 長野県　01 山ノ内東小学校

9 伊澤　星良 イザワ　セイラ 鳥取県　01 大山小学校

10 福地　希夏 フクチ　ノノカ 埼玉県　01 東越谷小学校

11 熊崎　莉子 クマザキ　リコ 北海道　03 占冠SJS

12 坂田　結來 サカタ　ユラ 石川県　01 石川県スキー連盟

13 樋口　千智 ヒグチ　チサト 宮城県　01 円田小学校

14 大森　和鼓 オオモリ　ワコ 岐阜県　01 宮小学校

15 帰山　夏奈 カエリヤマ　ナツナ 福井県　01 富田小学校

16 茂田　七菜子 シゲタ　ナナコ 千葉県　01 君津市立大和田小学校

17 山端　夏明 ヤマハタ　コア 青森県　01 松陽小学校

18 斉木　心愛 サイキ　コア 新潟県　01 湯沢町ジュニアスキー育成会

19 山本　陽 ヤマモト　ヨウ 兵庫県　01 ちぐさSC

20 森　理葉 モリ　コトハ 東京都　01 石井スポーツスキークラブ

21 中條　理紗 ナカジョウ　リサ 滋賀県　01 滋賀大付属小学校

22 大家　千夏 オオヤ　チナツ 京都府　01 京都光華S.C.

23 相羽　紗那 アイバ　サナ 新潟県　02 ライフケア神戸・MRSC

24 小野里　佳恋 オノザト　カレン 群馬県　01 長野原スキークラブ

25 池上　琴乃 イケガミ　コトノ 栃木県　01 ハンターマウンテンSC

26 清利　椛乃 セイリ　カノ 富山県　01 立野ヶ原ジュニアスキーチーム

27 荻原　志曙 オギワラ　シア 長野県　02 泉台小学校

28 犬伏　莉子 イヌブシ　リコ 大阪府　01 豊中市立西丘小学校

29 富井　美森 トミイ　ミモリ 長野県　03 野沢温泉小学校

30 福田　美澪 フクダ　ミレイ 茨城県　01 水戸市立吉田小学校

31 小網　由希 コアミ　ユウキ 岩手県　01 網張ジュニア

32 弦巻　佳夢 ツルマキ　カノン 神奈川県　01 川和東小学校

33 加藤　葉那 カトウ　ハナ 秋田県　01 大内小学校

34 小西　莉朴 コニシ　リホ 静岡県　01 浜松市立積志小学校

35 須藤　さえ ストウ　サエ 青森県　02 自得小学校

36 吉田　朱希 ヨシダ　アカリ 富山県　02 立野ヶ原ジュニアスキーチーム

37 川上　寧々 カワカミ　ネネ 兵庫県　02 一宮ライトスタッフ

38 稲熊　日向子 イナグマ　ヒナコ 愛知県　02 SEED

39 小林　こころ コバヤシ　ココロ 長野県　04 穂高北小学校

40 池田　夏 イケダ　ナツ 長野県　05 野沢温泉小学校

41 大谷　明莉 オオタニ　アカリ 東京都　02 石井スポーツスキークラブ

42 須田　悠那 スダ　ユウナ 新潟県　03 長岡アルペンジュニア

43 萩原　葉月 ハギワラ　ハヅキ 群馬県　02 片品小学校

44 小田　優依 オダ　ユイ 岩手県　02 インターアルペン雫石
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45 谷　柚子菜 タニ　ユズナ 北海道　04 M’ｓスキーチーム

46 高原　百花 タカハラ　モモカ 岐阜県　02 朝日小学校

47 鈴木　菜月 スズキ　ナツキ 秋田県　02 東成瀬小学校

48 工藤　心結 クドウ　ミユ 北海道　05 稚内アルペンスキー少年団

49 石水　ほたる イシミズ　ホタル 北海道　06 札幌アルペンスキースポーツ少年団

50 富井　優衣 トミイ　ユイ 長野県　06 野沢温泉小学校

51 佐藤　和佳 サトウ　ノドカ 山形県　02 月山スポ少

52 村上　愛夢 ムラカミ　アユ 宮城県　02 村田第二小学校

53 坂本　桜凜 サカモト　エリン 岩手県　03 くのへジュニア

54 黒木　美有 クロキ　ミユウ 東京都　03 カンダハートライブレーシング

55 丹場　遥音 タンバ　ハノン 北海道　07 Raumu.SRT

56 山崎　せれな ヤマザキ　セレナ 長野県　07 中野小学校

57 千田　萌菜 チダ　モナ 秋田県　03 増田小学校

58 森　雪美 モリ　ユキミ 長野県　08 野沢温泉小学校

59 徳永　桜雪 トクナガ　サユキ 新潟県　04 十日町スキークラブ

60 石井　怜莉 イシイ　サトリ 北海道　08 岩見沢レーシング

61 加藤　心奈 カトウ　ココナ 群馬県　03 長野原スキークラブ

62 布目　友理 ヌノメ　ユリ 北海道　09 留辺蘂スキー少年団

63 佐藤　華音 サトウ　カノン 山形県　03 最上町Jr.S.T

64 平出　彩音 ヒラデ　アヤネ 長野県　09 茅野市立米沢小学校

65 山越　一花 ヤマゴエ　イチカ 岐阜県　03 宮小学校

66 猪又　詩乃 イノマタ　シノ 長野県　10 小谷小学校

67 上村　文乃 ウエムラ　アヤノ 北海道　10 滝川レーシング

68 駒形　織音 コマガタ　シオン 新潟県　05 八海山麓JSC

69 横澤　芽彩 ヨコサワ　メイ 山形県　04 飯豊Jr．レーシング

70 今村　千春 イマムラ　チハル 岐阜県　04 丹生川小学校

71 村田　心紬 ムラタ　ミユウ 長野県　11 鎌田小学校

72 亀渕　奈那 カメブチ　ナナ 北海道　11 ふらのアルペンジュニア
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