
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山本　和弘 [富山] コース名

モンデウススラロームコース
主審 大倉　友香 [岐阜] スタート地点 1035m

フィニッシュ地点 910m
競技委員長 大森　良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ04-SL-169/11

１本目
コースセッター 井上　春樹 [岐阜]
前走者 - A - 若田　颯 [岐阜]
前走者 - B - 野呂　颯太 [岐阜]
前走者 - C - 谷口　泰治 [岐阜]
前走者 - D - 野中　大資 [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 03022644 相田 笑那 富山 平中学校 07
2 03022629 上野 香晴 富山 井波中学校 07
3 03022066 鈴口 真央 岐阜 白川郷学園 07
4 03019397 井崎 美粹 京都 京都光華高校 06
5 03021786 油井 杏樹 長野 川上中学校 07
6 03022501 川嶋 瑚子 大阪 大阪ジュニアスキーク 07
7 03024895 伊藤 瑠々花 岩手 上野中学校 09
8 03022491 堺 麻里杏 富山 富山大学附属中学校 07
9 03021838 大森 那菜 岐阜 宮中学校 07

10 03021749 加藤 志眞 愛知 東浦中学校 08
11 03022049 山田 真央 京都 京都光華中学校 07
12 03021796 新海 花奏 長野 南牧中学校 08
13 03020742 谷口 陽向 岐阜 古川中学校 06
14 03022143 清利 葵乃 富山 城端中学校 08
15 03020689 田中 美雅 岐阜 宮中学校 06
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女子 回転
１本目スタートリスト
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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 03019811 鈴木 優和 愛知 葵中学校 06
17 03024920 坂田 結来 石川 鳥越中学校 08
18 03021122 藤室 雪花 京都 同志社女子中学校 07
19 03022964 十亀 希空 三重 四日市SC 07
20 03024644 中條 理紗 滋賀 滋賀県ジュニア 08
21 03024293 片山 瑞菜 愛知 愛知淑徳高等学校 06
22 03024213 小西 莉朴 静岡 積志中学校 08
23 03023077 長谷川 まりあ 福井 和泉中学校 08
24 03024921 中村 はるか 石川 芦城中学校 08
25 03022220 棚橋 和奏 愛知 天神山中 07
26 03018085 上田 万由 愛知 江南市立布袋中学校･ 06
27 03022654 小澤 杏奈 滋賀 立命館守山中学校 07
28 03023904 葛田 香里菜 滋賀 湖西中学校 07
29 03022531 田中 愛佳理 愛知 岡崎市立竜海中学･一 08
30 03024875 秋山 もあな 静岡 富士市スキー協会 08
31 03024556 石川 晴菜 岐阜 根尾中学校 09
32 03024566 溝脇 妃莉 岐阜 北稜中学校 08
33 03024544 川端 咲千絵 岐阜 高鷲中学校 09
34 03024982 高原 百香 岐阜 朝日中学校 08
35 03024669 道宗 眞子 富山 平中学校 08
36 03021097 石野 菫 愛知 南部中学･一宮ｽｷｰ 08
37 03024496 島田 青空 富山 射水市立大門中学校 08
38 03024642 小野寺 楓 福島 喜多方第二中学校 09
39 03022122 宇津宮 捺菜 岐阜 国府中学校 07
40 03024537 今村 千春 岐阜 丹生川中学校 09
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ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山本　和弘 [富山] コース名

モンデウススラロームコース
主審 上町　智 [岐阜] スタート地点 1035m

フィニッシュ地点 910m
競技委員長 大森　良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ04-SL-169/11

１本目
コースセッター 井上　春樹 [岐阜]
前走者 - A - 若田　颯 [岐阜]
前走者 - B - 野呂　颯太 [岐阜]
前走者 - C - 谷口　泰治 [岐阜]
前走者 - D - 野中　大資 [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

101 03020739 新谷 凌也 岐阜 白川郷学園 07
102 03019354 今井 啄人 岐阜 高山工業高校 06
103 03019358 桐生 真之介 岐阜 岐阜第一高校 06
104 03022065 滝村 武蔵 岐阜 丹生川中学校 07
105 03019369 二村 柊羽 岐阜 飛騨高山高校 06
106 03021105 浦 海斗 富山 魚津東部中学校 06
107 03019251 渡邊 大颯 岐阜 岐阜第一高校 06
108 03020694 南 裕太 岐阜 宮中学校 06
109 03021158 松井 亮 富山 上滝中学校 07
110 03022980 小野寺 郁弥 福島 喜多方第二中学校 06
111 03021565 宍戸 鉄兵 福島 いわき中央台南中学校 06
112 03021527 鈴木 來 福島 会北中学校 06
113 03021664 鈴木 詮基 福島 会津若松第一中学校 06
114 03022384 湯田 心道 福島 田島中学校 07
115 03022565 新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校 07
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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

116 03021842 山村 泰蔵 岐阜 国府中学校 07
117 03021220 三谷 駿人 福井 灯明寺中学校 06
118 03021965 中畑 一朗 岐阜 久々野中学校 07
119 03024886 平野 澄海 岩手 北上市立北上北中学校 08
120 03022487 宮本 純之介 石川 北星中学校 07
121 03024619 本多 峻 愛知 南山中 08
122 03021837 塩屋 聡大 岐阜 松倉中学校 07
123 03020613 木本 善仁 岐阜 朝日中学校 07
124 03024180 藤田 舜輝 静岡 富士市スキー協会 07
125 03024780 竹田 光晴 京都 木幡中学校 08
126 03024032 市田 礼 京都 ファーレンＳＣ 06
127 03022658 古谷 ルク 滋賀 今津中学校 07
128 03023329 湯田 健心 福島 田島中学校 08
129 03025075 浦 優斗 富山 魚津東部中学校 08
130 03020839 後藤 穂高 岐阜 清見中学校 06
131 03024128 今村 蓮 大阪 ジュニアスキークラブ 07
132 03024922 林 俊太 石川 白嶺中学校 08
133 03020475 戸木 凛之輔 大阪 ジュニアスキークラブ 06
134 03022669 森下 祐亮 福井 勝山中部中学校 07
135 03024262 山本 銀人 石川 白嶺中学校 07
136 03024771 早川 徹彦 埼玉 西武学園文理中学校 09
137 03022665 加藤 陽向 福井 開成中学校 08
138 03023891 向田 遼真 岐阜 中山中学校 07
139 03025249 佐藤 大輔 岐阜 中山中学校 08
140 03024650 中窪 七翔 富山 城端中学校 08
141 03024929 中西 由 岐阜 東山中学校 08
142 03024677 垣内 春星 岐阜 中山中学校 08
143 03024948 大塚 遼翔 岐阜 白川郷学園 08
144 03024561 古田 尚之 岐阜 郡南中学校 08
145 03024874 藤田 篤輝 静岡 富士市スキー協会 09
146 03024636 反保 綾太 岐阜 宮中学校 08
147 03025123 松井 雄希 富山 上滝中学校 08
148 03024618 福島 幸久 愛知 扇台中 08
149 03024758 南 健太郎 岐阜 宮中学校 08
150 03024769 小山 慶大 埼玉 西武学園文理中学校 08
151 03023078 杉浦 伯 三重 ｱﾙﾌﾟｽSCｸﾜﾅ 09
152 03023580 田中 心士 京都 立命館中学校 06
153 03024261 大野 劉 石川 北辰中学校 07
154 03024781 中澤 花道 岐阜 北稜中学校 07
155 03024468 小倉 陽向 愛知 幸田北部中学校 08
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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

156 03024549 植野 冬偉 岐阜 北稜中学校 09
157 03024535 近松 恒祐 岐阜 三輪中学校 09
158 03023187 榎本 藍雅 愛知 阿久比中 08
159 03024543 岡田 康汰 岐阜 神岡中学校 09
160 03024691 池田 晃太朗 岐阜 松倉中学校 09
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TOKO Cup 第12回岐阜県ユース選手権大会
K2男子SL



ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山本　和弘 [富山] コース名

モンデウススラロームコース
主審 大倉　友香 [岐阜] スタート地点 1035m

フィニッシュ地点 910m
競技委員長 大森　良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ04-SL-169/11

１本目
コースセッター 伊藤　啓成 [静岡]
前走者 - A - 黒木　玲名 [岐阜]
前走者 - B - 堤　皇介 [岐阜]
前走者 - C - 日野　日向詩 [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

201 加藤　世峰 愛知 明鏡スキークラブ
202 川尻　暖乃 岐阜 郡上市立高鷲北小学校
203 新海　優月 長野 南牧南小学校
204 田中　瑚子 岐阜 流葉スキー協会
205 大家　千夏 京都 京都文教小学校
206 帰山　夏奈 福井 六呂師レーシング
207 垣内　彩希 岐阜 ほおのきジュニア
208 宇津宮　聖那 岐阜 国府ジュニアＳ．Ｃ
209 小田　若菜 岐阜 モンデウスジュニアス
210 塩屋　心優 岐阜 モンデウスジュニアス
211 後藤　あずさ 岐阜 ほおのきジュニア
212 大森　和鼓 岐阜 モンデウスジュニアス
213 難波　雪輝望 愛知 CLUB　Doing
214 山田　怜奈 京都 京都光華SC
215 堀村　香蓮 石川 石川県スキー連盟
216 細貝　夏月姫 岐阜 モンデウスジュニアス
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ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山本　和弘 [富山] コース名

モンデウススラロームコース
主審 上町　智 [岐阜] フィニッシュ地点 910m

標高差 -910m
競技委員長 大森　良仁 [岐阜] ホモロゲーションNo. SAJ04-SL-169/11

１本目
コースセッター 伊藤　啓成 [静岡]
前走者 - A - 黒木　玲名 [岐阜]
前走者 - B - 堤　皇介 [岐阜]
前走者 - C - 日野　日向詩 [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

251 黒木　煌太 岐阜 モンデウスジュニアス
252 長谷川　蓮真 岐阜 モンデウスジュニアス
253 笹野天汰 静岡 泉小学校
254 横井　太一 愛知 SKI　TEAM　SEED
255 長瀬　莉旺 岐阜 高山レーシング
256 反保　文斗 岐阜 モンデウスジュニアス
257 新谷　陵一郎 岐阜 白川郷学園
258 田中　大雅 岐阜 モンデウスジュニアス
259 山口高平 岐阜 流葉スキー協会
260 串田有 静岡 静岡大学付属浜松小学
261 南皆惺 岐阜 モンデウスジュニアス
262 蓑島太郎 岐阜 郡上カネコJrレーシン
263 平瀬　善之 岐阜 高山レーシング
264 山腰　拓海 岐阜 モンデウスジュニアス
265 伊藤　悠太 岐阜 モンデウスジュニアス
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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

266 道下　銀也 岐阜 モンデウスジュニアス
267 橋本　淳 岐阜 高山レーシング
268 渡辺　琉生 愛知 キャラファクトリー
269 下　照英 石川 石川県スキー連盟
270 伊藤　悠真 岐阜 モンデウスジュニアス
271 山本　隆次 石川 石川県スキー連盟
272 下谷　旺大 岐阜 ほおのきジュニア
273 渡辺　聖翔 愛知 スラッシュスキークラ
274 下田　真徳 岐阜 高山レーシング
275 藤枝　虎白 岐阜 モンデウスジュニアス
276 加藤悠月 福井 リンドウjr
277 沼津　寿輝 岐阜 ほおのきジュニア
278 鬼頭　蒼一 岐阜 モンデウスジュニアス
279 山田健太郎 京都 京都光華SC
280 岩西　由次郎 岐阜 モンデウスジュニアス
281 古田　櫂 岐阜 郡上カネコJrレーシン
282 岩下　浬 岐阜 高山レーシング
283 桐生　健士朗 岐阜 ほおのきジュニア
284 宮本　協士郎 石川 石川県スキー連盟
285 砂畑　旺佑 岐阜 モンデウスジュニアス
286 星谷　智昭 岐阜 ほおのきジュニア
287 前田琉太 福井 勝山jr
288 内野　銀侍 岐阜 国府ジュニアＳ．Ｃ
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