
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山本　和宏 [富山] コース名

モンデウスパノラマバーン
主審 大倉　友香 [岐阜] スタート地点 1055m

フィニッシュ地点 930m
競技委員長 大森　良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ05-SL-169/11

１本目
コースセッター 長瀬　大護 [岐阜]
前走者 - A - 細江　友香 [岐阜]
前走者 - B - 後藤　穂高 [岐阜]
前走者 - C - 塩屋　道琉 [岐阜]
前走者 - D - 南　柊希 [岐阜]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 03022531 田中 愛佳理 愛知 岡崎市立竜海中学 08
2 03024875 秋山 もあな 静岡 大淵中学校 08
3 03024119 伊澤 星良 鳥取 大山中学校 09
4 03025151 植田 悠莉 兵庫 神戸国際中学校 08
5 03023077 長谷川 まりあ 福井 和泉中学校 08
6 03024940 山本 陽 兵庫 千種中学校 09
7 03024669 道宗 眞子 富山 平中学校 08
8 03022049 山田 真央 京都 京都光華中学校 07
9 03024566 溝脇 妃莉 岐阜 北稜中学校 08

10 03022122 宇津宮 捺菜 岐阜 国府中学校 07
11 03024921 中村 はるか 石川 芦城中学校 08
12 03024496 島田 青空 富山 射水市立大門中学校 08
13 03024918 山田 珠璃 石川 長田中学校 08
14 03024920 坂田 結来 石川 鳥越中学校 08
15 03024537 今村 千春 岐阜 丹生川中学校 09
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

16 03026183 帰山 夏奈 福井 尚徳中学校 09
17 03021097 石野 菫 愛知 南部中学･一宮ｽｷｰ 08
18 03023581 松岡 実和 京都 立命館高校 07
19 03026343 山下 幸奈 岐阜 荘川中学校 09
20 03025507 大森 和鼓 岐阜 宮中学校 09
21 03025587 吉田 朱希 富山 福光中学校 09
22 03025932 小田 若菜 岐阜 萩原北中学校 09
23 03025588 清利 椛乃 富山 城端中学校 09
24 03026061 大家 千夏 京都 京都光華中学校 09
25 03026086 前田 叡美 愛知 南山中学校 08
26 03026085 加藤 世峰 愛知 東浦中学校 10
27 03024556 石川 晴菜 岐阜 根尾学園 09
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