
 エントリーリスト(男子）   【 受付順 】
1戦目：全日本スキー選手権大会（アルペン競技スピード系）

2戦目：全日本学生アルペンチャンピオン大会（アルペン競技スピード系） 【 FIS-SG 】

No． SAJNO FISNO 　氏　　　名 県連        所              属    よみがな

1 03017453 6301531  芦澤 海李 学連 ○ 1 ○ 龍谷大学 ｱｼｻﾞﾜ ｶｲﾘ

2 03016271 6301345  一ノ本 龍之介 学連 2 ○ 龍谷大学 ｲﾁﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ

3 03016418 6301446  原田 裕成 学連 3 ○ 龍谷大学 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｾｲ

4 03020450 6301433  鳥海 凌 学連 ○ 4 ○ 立教大学 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳ

5 03016914 6301469  武者 佑樹 学連 ○ 5 ○ 立教大学 ﾑｼｬ ﾕｳｷ

6 03012622 6300911  齋藤 将紀 学連 ○ 6 ○ 青山学院大学 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ

7 03013762 6301339  新名 将也(推薦) 学連 ○ 7 ○ 青山学院大学 ｼﾝﾒｲ ﾏｻﾔ

8 03017370 6301426  河田 有生(推薦) 学連 ○ 8 ○ 青山学院大学 ｶﾜﾀ ﾕｳ

9 03025467 6301996  萩原 英佳(推薦) 学連 ○ 9 ○ 青山学院大学 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾖｼ

10 03020361 6302065  山崎 晴哉(推薦) 学連 ○ 10 ○ 青山学院大学 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾔ

11 03008930 6300222  加藤 優 北海道 ○ 11 ○ 北海道白糠養護学校 ｶﾄｳ ﾕｳ

12 03019607 6301899  谷口 陽輝(推薦) 滋賀 ○ 12 高島高校 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｻﾋ

13 03014535 6301330  杉山 喜規 学連 ○ 13 ○ 関西大学 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ

14 03016764 6301454  佐竹 諒一郎(推薦) 学連 ○ 14 ○ 関西大学 ｻﾀｹ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ

15 03020582 6301822  中野渡 慶大(推薦) 青森 ○ 15 ○ 柴田学園大学附属高校 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾉﾘﾋﾛ

16 03012276 6300857  中丸 雄哉(推薦) 学連 ○ 16 ○ 専修大学 ﾅｶﾏﾙ ﾕｳﾔ

17 03013872 6301088  永瀬 由晟(推薦) 学連 ○ 17 ○ 専修大学 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｾｲ

18 03017470 6301270  村田 勇人(推薦) 学連 ○ 18 ○ 専修大学 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ

19 03012352 6300837  黒木 健斗 学連 ○ 19 ○ 京都産業大学 ｸﾛｷ ｹﾝﾄ

20 03012709 6300884  瀧本 楓大(推薦) 学連 ○ 20 ○ 京都産業大学 ﾀｷﾓﾄ ﾌｳﾀ

21 03013220 6301146  石井 壱国(推薦) 学連 ○ 21 ○ 京都産業大学 ｲｼｲ ｲｯｺｸ

22 03013574 6301347  中村 大斗(推薦) 学連 ○ 22 ○ 京都産業大学 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾄ

23 03015456 6301383  廣嶋 渓介 学連 ○ 23 ○ 京都産業大学 ﾋﾛｼﾏ ｹｲｽｹ

24 03016779 6301463  濱 維希(推薦) 学連 ○ 24 ○ 京都産業大学 ﾊﾏ ﾕｲｷ

25 03016568 6301444  山村 駿太朗(推薦) 学連 ○ 25 ○ 京都産業大学 ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ

26 03012484 6300873  永田 春樹 学連 26 ○ 京都産業大学 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ

27 03015126 6301296  富井 涼雅 学連 ○ 27 ○ 國學院大学 ﾄﾐｲ ﾘｮｳｶﾞ

28 03014016 6301072  船本 叶 学連 ○ 28 ○ 國學院大学 ﾌﾅﾓﾄ ｶﾅｳ

29 03017103 6301493  畔上 翔大郎(推薦) 学連 ○ 29 ○ 國學院大学 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ

30 03016974 6301436  藤田 大輝(推薦) 学連 ○ 30 ○ 國學院大学 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

31 03020928 6302047  大澤 俊 埼玉 ○ 31 松山高 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ

32 03011995 6300876  吉田 海夢 埼玉 ○ 32 ○ 株式会社かたやま ﾖｼﾀﾞ ｶｲﾑ

33 03020970 6301966  鈴木 琉生 埼玉 ○ 33 西武文理高 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ

34 03012763 6300858  俵山 哲多 学連 ○ 34 ○ 近畿大学 ﾀﾜﾗﾔﾏ ﾃｯﾀ

35 03013092 6301094  宮澤 昂大 学連 ○ 35 ○ 近畿大学 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ

36 03012987 6300860  冨澤 元弥 学連 ○ 36 ○ 近畿大学 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾓﾄﾔ

37 03014412 6301046  西村 大 学連 ○ 37 ○ 近畿大学 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲ

38 03013797 6301081  石川 優太 学連 ○ 38 ○ 近畿大学 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ

39 03014450 6301030  長崎 歩 学連 ○ 39 ○ 近畿大学 ﾅｶﾞｻｷ ｱﾕﾑ

40 03015759 6301269  林 航平 学連 ○ 40 ○ 近畿大学 ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ

41 03015276 6301267  須賀 龍稀 学連 ○ 41 ○ 近畿大学 ｽｶﾞ ﾘｭｳｷ

42 03017462 6301571  岸田 和珠 学連 ○ 42 ○ 近畿大学 ｷｼﾀﾞ ﾅｺﾞﾐ

43 03017295 6301498  梅澤 宗利士 学連 ○ 43 ○ 近畿大学 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ

44 03017546 6301626  後山 晃聖 学連 ○ 44 ○ 青森大学 ﾉﾁﾔﾏ ｺｳｾｲ

45 03014345 6301009  小林 海斗 学連 45 ○ 青森大学 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ

46 03012121 6300815  齋藤 冬希 愛知 ○ 46 ○ 新日本すきー研究会 ｻｲﾄｳ ﾌﾕｷ

47 03010309 6300336  高橋 大成 新潟 ○ 47 新赤倉すきーくらぶ ﾀｶﾊｼ ﾀｲｾｲ

48 03020298 6301793  相澤 蓮 北海道 ○ 48 ○ 東海大学付属札幌高校 ｱｲｻﾞﾜ ﾚﾝ

49 03017958 6301741  浅川 岳斗 北海道 ○ 49 ○ 小樽双葉高校 ｱｻｶﾜ ﾔﾏﾄ

50 03018813 6301810  松倉 徹平 北海道 ○ 50 ○ 小樽双葉高校 ﾏﾂｸﾗ ﾃｯﾍﾟｲ

１戦目
１３６名

２戦目
１３９名
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２戦目
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51 03012718 6300878  寺井 千暁 北海道 ○ 51 ○ どーぴー建設工業株式会社ﾃﾗｲ ﾁｱｷ

52 03013280 6301073  佐鳥 一樹 学連 ○ 52 ○ 中央大学 ｻﾄﾘ ｶｽﾞｷ

53 03013283 6301066  薄井 理央 学連 ○ 53 ○ 中央大学 ｳｽｲ ﾀｶﾋﾛ

54 03013909 6301095  森囿 竜輝 学連 ○ 54 ○ 中央大学 ﾓﾘｿﾞﾉ ﾘｭｳｷ

55 03015567 6301286  ウィリアムス 飛 学連 ○ 55 ○ 中央大学 ｳｨﾘｱﾑｽ ﾋｭｳ

56 03016670 6301504  戸谷 椋 学連 ○ 56 ○ 中央大学 ﾄﾔ ﾘｮｳ

57 03014958 6301032  伊藤 匠(推薦) 学連 ○ 57 ○ 中央大学 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

58 03015300 6301331  高 佑樹 学連 58 ○ 立命館大学 ﾀｶ ﾕｳｷ

59 03012553 6300844  佐藤 央一 学連 59 ○ 立命館大学 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ

60 03017635 6301316  平田 真暉 学連 ○ 60 ○ 日本体育大学 ﾋﾗﾀ ﾏｻｷ

61 03020289 6301614  小谷 悠斗 学連 ○ 61 ○ 日本体育大学 ｺﾀﾆ ﾕｳﾄ

62 03012550 6300847  山田 拓郎 学連 ○ 62 ○ 日本体育大学 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

63 03017645 6301491  宮島 碧生 学連 ○ 63 ○ 日本体育大学 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱｵｲ

64 03013902 6301091  前田 裕夢 学連 ○ 64 ○ 日本体育大学 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾑ

65 03012266 6300849  山口 豪太 学連 ○ 65 ○ 日本体育大学 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾞｳﾀ

66 03014883 6301250  新田 雅人 学連 ○ 66 ○ 日本体育大学 ﾆｯﾀ ﾏｻﾄ

67 03012452 6300926  明保能 弘翔(推薦) 学連 ○ 67 ○ 関西学院大学 ｱｹﾎﾞﾉ ｺｳｼｮｳ

68 03014399 6301026  池田 太一 学連 ○ 68 ○ 関西学院大学 ｲｹﾀﾞ ﾀｲﾁ

69 03017228 6301718  久保 知之(推薦) 学連 69 ○ 関西学院大学 ｸﾎﾞ ﾄﾓﾕｷ

70 03024363 6301763  山口 遥平(推薦) 学連 70 ○ 関西学院大学 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ

71 03025381 6301553  窪田 大貴(推薦) 学連 71 ○ 関西学院大学 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｷ

72 03017095 6301259  野口 幸太郎(推薦) 学連 72 ○ 愛知工業大学 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ

73 03016252 6301416  藤原 純之介(推薦) 学連 73 ○ 愛知工業大学 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

74 03019333 6301781  石塚 心樹 秋田 ○ 74 角館高校 ｲｼﾂﾞｶ ﾓﾄｷ

75 03001574 303644  原田 達也 東京 ○ 75 ○ でさんとすきーちーむ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ

76 03011674 6300948  市川 岳海 東京 ○ 76 石井すぽーつすきーくらぶｲﾁｶﾜ ﾀｹﾐ

77 03020033 6301771  鈴木 麻生 東京 ○ 77 立教池袋高等学校 ｽｽﾞｷ ｱｿｳ

78 03020161 6301873  磯田 雄大(推薦) 東京 ○ 78 日本体育大学荏原高等学校ｲｿﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

79 03020155 6301872  亀井 勇希(推薦) 東京 ○ 79 日本体育大学荏原高等学校ｶﾒｲ ﾕｳｷ

80 03011675 6300861  山本 京介 学連 ○ 80 ○ 東洋大学 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｽｹ

81 03012364 6300836  下畑 岳大 学連 ○ 81 ○ 東洋大学 ｼﾓﾊﾀ ﾀｹﾋﾛ

82 03013923 6301036  新谷 翔也 学連 ○ 82 ○ 東洋大学 ｱﾗﾀﾆ ｼｮｳﾔ

83 03015546 6301280  峰村 岳臣 学連 ○ 83 ○ 東洋大学 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｹｵﾐ

84 03016213 6301343  橋詰 岳 学連 ○ 84 ○ 東洋大学 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾞｸ

85 03016299 6301517  間澤 翔笙 学連 ○ 85 ○ 東洋大学 ﾏｻﾞﾜ ｼｮｳｾｲ

86 03017125 6301473  佐藤 淳哉 学連 ○ 86 ○ 東洋大学 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ

87 03017316 6301635  寺嶋 莉輝 学連 ○ 87 ○ 東洋大学 ﾃﾗｼﾏ ﾘｷ

88 03016692 6301494  成澤 和真 学連 ○ 88 ○ 東洋大学 ﾅﾙｻﾜ ｶｽﾞﾏ

89 03014213 6301080  池田 匡邦(推薦) 学連 ○ 89 ○ 帝京大学 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｸﾆ

90 03016789 6301357  水野 大(推薦) 学連 ○ 90 ○ 東京農業大学 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲ

91 03014924 6301362  大橋 陸(推薦) 学連 ○ 91 ○ 東京農業大学 ｵｵﾊｼ ﾘｸ

92 03017680 6301609  五十嵐 脩平 学連 ○ 92 ○ 東京農業大学 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳﾍｲ

93 03013362 6301177  山中 怜 学連 93 ○ 東京農業大学 ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝ

94 03012084 6300842  南木 岳司 学連 ○ 94 ○ 日本大学 ﾅﾝｷ ﾀｹｼ

95 03014161 6301193  伊藤 颯馬 学連 ○ 95 ○ 日本大学 ｲﾄｳ ｿｳﾏ

96 03014954 6301341  中村 拓幹 学連 ○ 96 ○ 日本大学 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ

97 03015288 6301430  鏡 颯太 学連 ○ 97 ○ 日本大学 ｶｶﾞﾐ ｿｳﾀ

98 03015811 6301497  服部 慎也 学連 ○ 98 ○ 日本大学 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ

99 03014837 6301445  大貫 零旺 学連 ○ 99 ○ 日本大学 ｵｵﾇｷ ﾚｵ

100 03015871 6301292  新村 龍司 学連 ○ 100 ○ 日本大学 ﾆｲﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ

101 03015435 6301176  山内 大空(推薦) 学連 101 ○ 順天堂大学 ﾔﾏｳﾁ ｵｵｿﾞﾗ

102 03014309 6301058  田口 慧 学連 ○ 102 ○ 慶應義塾大学 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｷ

103 03016327 6301278  河野 太郎 学連 ○ 103 ○ 慶應義塾大学 ｺｳﾉ ﾀﾛｳ

104 03012242 6301796  川手 倫幾 学連 ○ 104 ○ 慶應義塾大学 ｶﾜﾃ ﾄﾓｷ
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２戦目
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105 03015576 6301492  船本 新大(推薦) 学連 ○ 105 ○ 慶應義塾大学 ﾌﾅﾓﾄ ｱﾗﾀ

106 03019358 6301949  桐生 真之介 岐阜 ○ 106 ○ 岐阜第一高校 ｷﾘｭｳ ｼﾝﾉｽｹ

107 03021858 6301334  大橋 幸平(推薦) 兵庫 ○ 107 姫路れーしんぐちーむ ｵｵﾊｼ ｺｳﾍｲ

108 03014438 6301031  佐藤 進太郎 学連 ○ 108 ○ 早稲田大学 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ

109 03011616 6300900  深澤 竜之介 学連 ○ 109 ○ 明治大学 ﾌｶｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ

110 03011618 6300890  島田 一希 学連 ○ 110 ○ 明治大学 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ

111 03013180 6301336  中島 賢伸 学連 ○ 111 ○ 明治大学 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ

112 03015220 6301264  畠山 拓輝 学連 ○ 112 ○ 明治大学 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ

113 03015260 6301263  青木 理恩 学連 ○ 113 ○ 明治大学 ｱｵｷ ﾘｵﾝ

114 03017566 6301501  宮島 太陽 学連 ○ 114 ○ 明治大学 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ

115 03011583 6300902  赤澤 侑剛 学連 ○ 115 ○ 大東文化大学 ｱｶｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞｳ

116 03013100 6301293  常田 真矢 学連 ○ 116 ○ 大東文化大学 ﾄｷﾀﾞ ﾏﾔ

117 03018824 6301372  浅川 耀太 学連 ○ 117 ○ 大東文化大学 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ

118 03016680 6301642  利部 旬悟 学連 ○ 118 ○ 大東文化大学 ﾄｼﾍﾞ ｼｭﾝｺﾞ

119 03017144 6301601  舩戸 晴也 学連 ○ 119 ○ 大東文化大学 ﾌﾅﾄ ﾊﾙﾔ

120 03015012 6300874  加藤 太一 学連 ○ 120 ○ 法政大学 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ

121 03016221 6301247  大野 翼 学連 ○ 121 ○ 法政大学 ｵｵﾉ ﾀｽｸ

122 03015611 6301318  村瀬 大我 学連 ○ 122 ○ 法政大学 ﾑﾗｾ ﾀｲｶﾞ

123 03016188 6301317  町田 雅仁 学連 ○ 123 ○ 法政大学 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾄ

124 03014765 6301523  笠原 聡馬 学連 ○ 124 ○ 法政大学 ｶｻﾊﾗ ｿｳﾏ

125 03016687 6301488  金沢 優大 学連 ○ 125 ○ 法政大学 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ

126 03016677 6301500  西原 太陽 学連 ○ 126 ○ 法政大学 ﾆｼﾊﾗ ﾀｲﾖｳ

127 03020144 6301519  吉川 宝 学連 ○ 127 ○ 北翔大学 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾗ

128 03014873 6301325  進藤 拓海 学連 ○ 128 ○ 北翔大学 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ

129 03021809 6301752  西辻 翔平 学連 ○ 129 ○ 北翔大学 ﾆｼﾂｼﾞ ｼｮｳﾍｲ

130 03015455 6301252  若松 篤 学連 ○ 130 ○ 北翔大学 ﾜｶﾏﾂ ｱﾂｼ

131 03018425 6301646  溝井 陽向(推薦) 福島 ○ 131 ○ 猪苗代高等学校 ﾐｿﾞｲ ﾋﾅﾀ

132 03023323 6301815  甲斐 麗温(推薦) 福島 ○ 132 ○ 猪苗代高等学校 ｶｲ ﾚｵﾝ

133 03022980 6301993  小野寺 郁弥(推薦) 福島 ○ 133 ○ 猪苗代高等学校 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｸﾔ

134 03012099 6300887  林 竜旭 学連 ○ 134 ○ 東海大学 ﾊﾔｼ ﾀﾂｱｷ

135 03012092 6300877  今野 主税 学連 ○ 135 ○ 東海大学 ｺﾝﾉ ﾁｶﾗ

136 03011960 6300818  伊東 周悟 学連 ○ 136 ○ 東海大学 ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ

137 03014003 6301061  畔上 大地 学連 ○ 137 ○ 東海大学 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ

138 03016754 6301453  高橋 拓希 学連 138 ○ 東海大学 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ

139 03011949 6300820  今井 宗史(推薦) 学連 ○ 139 ○ 神奈川大学 ｲﾏｲ ｼｭｳｼﾞ

140 03016526 6300904  今泉 豪太(推薦) 学連 ○ 140 ○ 神奈川大学 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｺﾞｳﾀ

141 03014440 6301029  岡村 翔馬(推薦) 学連 ○ 141 ○ 神奈川大学 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳﾏ

142 03017146 6301078  新井 廉(推薦) 学連 ○ 142 ○ 神奈川大学 ｱﾗｲ ﾚﾝ

143 03011676 6301342  根岸 天馬(推薦) 学連 ○ 143 ○ 神奈川大学 ﾈｷﾞｼ ﾃﾝﾏ

144 03015041 6301338  吉本 和眞(推薦) 学連 ○ 144 ○ 神奈川大学 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏ

145 03002001 303322  清水 大 長野 ○ 145 ○ 小賀坂ＳＣ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲ

146 03018474 6301605  平井 颯馬 長野 ○ 146 ○ 長野俊英高校 ﾋﾗｲ ｿｳﾏ

147 03020519 6301944  保坂 宙 長野 ○ 147 ○ 長野俊英高等学校 ﾎｻｶ ｿﾗ

148 03019249 6301812  髙橋 駈琉 長野 ○ 148 ○ 長野俊英高校 ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ

149 03010671 6300740  堀口 直暉 栃木 ○ 149 日光ＳＣ ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅｵｷ

150 03020755 6301963  北村 優弥 北海道 ○ 150 ○ 東海大学付属札幌高校 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾔ



 エントリーリスト(女子）   【 受付順 】
1戦目：全日本スキー選手権大会（アルペン競技スピード系）

2戦目：全日本学生アルペンチャンピオン大会（アルペン競技スピード系） 【 FIS-SG 】

No． SAJNO FISNO 　氏　　　名 県連        所              属    よみがな

1 03016214 308238  干川 美空 学連 ○ 1 ○ 立教大学 ﾎｼｶﾜ ﾐｸ

2 03013614 308081  加藤 未悠 学連 ○ 2 ○ 立教大学 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ

3 03017707 308392  山田 雪菜 学連 3 ○ 立教大学 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ

4 03014110 308075  宮澤 莉央 学連 ○ 4 ○ 青山学院大学 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｵ

5 03014461 308094  上村 仁華 学連 ○ 5 ○ 青山学院大学 ｶﾐﾑﾗ ﾆｶ

6 03014817 308236  鈴木 英 学連 ○ 6 ○ 青山学院大学 ｽｽﾞｷ ﾊﾅ

7 03019247 308474  宮川 望 青森 ○ 7 ○ 柴田学園大学附属高校 ﾐﾔｶﾜ ﾉｿﾞﾐ

8 03017828 308475  秦 ルーカ 青森 ○ 8 ○ 柴田学園大学附属高校 ﾊﾀ ﾙｰｶ

9 03019927 308476  森川 莉音 青森 ○ 9 ○ 柴田学園大学附属高校 ﾓﾘｶﾜ ﾘｵﾝ

10 03020655 308551  高谷 怜依(推薦) 青森 ○ 10 ○ 柴田学園大学附属高校 ﾀｶﾔ ﾚｲ

11 03021207 308552  髙関 侑亜(推薦) 青森 ○ 11 ○ 柴田学園大学附属高校 ﾀｶｾｷ ﾕｱ

12 03014795 308035  井谷 梓 学連 ○ 12 ○ 京都産業大学 ｲﾀﾆ ｱｽﾞｻ

13 03015914 308429  柄澤 安佳里 学連 ○ 13 ○ 京都産業大学 ｶﾗｻﾜ ｱｶﾘ

14 03017227 308335  熊本 心優 学連 ○ 14 ○ 京都産業大学 ｸﾏﾓﾄ ｺｺﾅ

15 03016780 308412  井上 聖 学連 ○ 15 ○ 京都産業大学 ｲﾉｳｴ ﾋｼﾞﾘ

16 03013042 308072  宮島 優佳 学連 ○ 16 ○ 専修大学 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｶ

17 03014031 308080  伊藤 睦 学連 ○ 17 ○ 専修大学 ｲﾄｳ ﾑﾂﾐ

18 03013094 308111  佐藤 梨花 学連 ○ 18 ○ 専修大学 ｻﾄｳ ﾘﾝｶ

19 03015497 308209  牧野 桃 学連 ○ 19 ○ 専修大学 ﾏｷﾉ ﾓﾓ

20 03017668 308215  吉野 恵実 学連 ○ 20 ○ 専修大学 ﾖｼﾉ ﾒｸﾞﾐ

21 03014930 308192  佐藤 未来 学連 ○ 21 ○ 日本体育大学 ｻﾄｳ ﾐｸ

22 03016451 308376  川端 千聖 学連 22 ○ 日本体育大学 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｻﾄ

23 03020347 308529  渡部 小乃葉 千葉 ○ 23 光英ＶＥＲＩＴＡＳ高等学校ﾜﾀﾍﾞ ｺﾉﾊ

24 03020311 308516  松森 早保 高知 ○ 24 ○ 高知学芸高校 ﾏﾂﾓﾘ ｻﾎ

25 03013187 308181  千葉 栞那 学連 ○ 25 ○ 青森大学 ﾁﾊﾞ ｶﾝﾅ

26 03014183 308173  小関 杏実 学連 ○ 26 ○ 青森大学 ｺｾｷ ｱﾐ

27 03011517 307992  三浦 梨菜 学連 27 ○ 青森大学 ﾐｳﾗ ﾘﾅ

28 03019024 308462  山田 悠可 北海道 ○ 28 東海大学付属札幌高校 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｶ

29 03019008 308377  嘉屋 美咲 北海道 ○ 29 ○ 東海大学付属札幌高校 ｶﾔ ﾐｻｷ

30 03019274 308460  小林 楓 北海道 ○ 30 ○ 東海大学付属札幌高校 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｴﾃﾞ

31 03004152 305824  村松 晶子 北海道 ○ 31 ○ 札幌あるぺんすきーすぽーつ少年団ﾑﾗﾏﾂ ｱｷｺ

32 03017502 308405  保坂 花 学連 ○ 32 ○ 中央大学 ﾎｻｶ ﾊﾅ

33 03011938 307993  森永 ののか 学連 33 ○ 立命館大学 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾉﾉｶ

34 03017495 308420  根石 陽菜乃(推薦) 学連 ○ 34 ○ 関西学院大学 ﾈｲｼ ﾋﾅﾉ

35 03017583 308221  村田 ひかり 学連 ○ 35 ○ 関西学院大学 ﾑﾗﾀ ﾋｶﾘ

36 03014945 308244  宮原 冴有(推薦) 学連 36 ○ 関西学院大学 ﾐﾔﾊﾗ ｻﾕ

37 03021202 308294  豊嶋 さわ 秋田 ○ 37 ○ 北海道医療大学 ﾄﾖｼﾏ ｻﾜ

38 03017888 308400  中村 祐希 秋田 ○ 38 ○ 角館高校 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ

39 03021626 308498  髙橋 未羽 東京 ○ 39 日本工業大学駒場高校 ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

40 03017180 308172  唐澤 咲紀 学連 ○ 40 ○ 武庫川女子大学 ｶﾗｻﾜ ｻｷ

41 03016683 308303  德竹 真凜 学連 ○ 41 ○ 武庫川女子大学 ﾄｸﾀｹ ﾏﾘﾝ

42 03012214 308006  舩戸 瑠菜 学連 ○ 42 ○ 日本大学 ﾌﾅﾄ ﾙﾅ

43 03011630 308024  千國 楓花 学連 ○ 43 ○ 日本大学 ﾁｸﾆ ﾌｳｶ

44 03012657 308009  押切 葵 学連 ○ 44 ○ 日本大学 ｵｼｷﾘ ｱｵｲ

45 03017025 308314  天野 ひかり 学連 ○ 45 ○ 日本大学 ｱﾏﾉ ﾋｶﾘ

46 03019507 308325  黒岩 咲 学連 ○ 46 ○ 日本大学 ｸﾛｲﾜ ｻｷ

１戦目
６１名

２戦目
６３名



No． SAJNO FISNO 　氏　　　名 県連        所              属    よみがな
１戦目
６１名

２戦目
６３名

47 03017622 308324  市村 さくら 学連 ○ 47 ○ 日本大学 ｲﾁﾑﾗ ｻｸﾗ

48 03013567 308125  宮崎 純奈 学連 ○ 48 ○ 慶應義塾大学 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾅ

49 03016815 308289  清水 小春 学連 49 ○ 慶應義塾大学 ｼﾐｽﾞ ｺﾊﾙ

50 03019285 308444  中屋 柚花 岐阜 ○ 50 ○ 岐阜第一高校 ﾅｶﾔ ﾕｽﾞｶ

51 03012661 308015  小南 綾 学連 ○ 51 ○ 早稲田大学 ｺﾐﾅﾐ ﾘｮｳ

52 03012634 308028  南 芙優花 学連 ○ 52 ○ 早稲田大学 ﾐﾅﾐ ﾌﾕｶ

53 03014075 308123  広田 静空 学連 ○ 53 ○ 早稲田大学 ﾋﾛﾀ ｼｽﾞｸ

54 03017466 308298  田中 小晴 学連 ○ 54 ○ 早稲田大学 ﾀﾅｶ ｺﾊﾙ

55 03017051 308139  森口 ひかり(推薦) 学連 ○ 55 ○ 同志社大学 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋｶﾘ

56 03011635 308041  久々江 涼花 学連 ○ 56 ○ 法政大学 ｸｸﾞｴ ｽｽﾞｶ

57 03015133 308211  川原 穂乃果 学連 ○ 57 ○ 法政大学 ｶﾜﾊﾗ ﾎﾉｶ

58 03015586 308214  小嶋 咲良 学連 ○ 58 ○ 法政大学 ｺｼﾞﾏ ｻｸﾗ

59 03016678 308300  太田 朱里 学連 ○ 59 ○ 法政大学 ｵｵﾀ ｱｶﾘ

60 03012655 308008  稲元 菜月 学連 ○ 60 ○ 法政大学 ｲﾅﾓﾄ ﾅﾂｷ

61 03018252 308386  鈴木 杏 栃木 ○ 61 ○ 足利大学附属高校 ｽｽﾞｷ ｱﾝ

62 03020398 308561  猪俣 みなみ(推薦) 福島 ○ 62 ○ 猪苗代高等学校 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾅﾐ

63 03022200 308560  佐藤 桜華(推薦) 福島 ○ 63 ○ 猪苗代高等学校 ｻﾄｳ ｵｳｶ

64 03016918 308379  小林 ひかり 学連 ○ 64 ○ 東海大学 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾘ

65 03017319 308315  平地 佳奈子 学連 ○ 65 ○ 東海大学 ﾋﾗﾁ ｶﾅｺ

66 03019584 308481  山下 りこぼ 山形 ○ 66 日大山形高等学校 ﾔﾏｼﾀ ﾘｺﾎﾞ

67 03010698 307883  五十嵐 紫乃 山形 ○ 67 ○ 山形銀行すきー部 ｲｶﾗｼ ｼﾉ


