
2021年3月12日（金）
栂池高原スキー場（長野県）

第39回　JSBA全日本スノーボード選手権
Giant Slalom

公式スタートリスト
オ　ー　プ　ン　女　　子

TS 山下 浩司 JSBA コース名
競技委員長 米津 英樹 JSBA 全　長 m
コース係長 花岡 保 JSBA 全　幅 m
主審 山形 人士 JSBA 最大斜度 °
副審 中山 結生 JSBA 平均斜度 °
スタート審判 足立 正人 JSBA 標高差 m
フィニッシュ審判 小西 由哲 JSBA スタート地点標高 m
旗門審判係長 菅野 貴宏 JSBA ゴール地点標高 m
コースセッター 木村 智裕 JSBA 旗門数（1本目）
計時計算係長 山谷 有美 JSBA 旗門数（2本目）

開始時間 9:00 AM 競技会カテゴリー G1
天候 ☀ 年齢カテゴリー オープン女子

出走順ﾋﾞﾌﾞ会員番号 氏名 ｼﾒｲ 地区 チーム名

1 201 201874004824 入江 唯 ｲﾘｴ ﾕｲ 中部 W.M 1
2 202 201560024024 藤川 ひろみ ﾌｼﾞｶﾜ ﾋﾛﾐ 西日本 リバティ 3
3 203 201640012954 野村 和世 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 中部 山梨県連 4
4 204 201510000134 地下 綾音 ﾁﾞｹﾞ ｱﾔﾈ 北海道 SIG-NATURE 6
5 205 202076003524 倉田 萌花 ｸﾗﾀ ﾓｴｶ 西日本 ジャミングクルー 7
6 206 200950004664 村田 和巳 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾐ 東海 Ｂｏｂｂｉｓｈ 11
7 207 200350005464 笠松 エミ ｶｻﾏﾂ ｴﾐ 東海 じゃん☆だら☆りん 12
8 208 201240004834 見津 和 ﾐﾂ ﾅｺﾞﾐ 中部 ランプジャック 14
9 209 200960014764 堀 八重美 ﾎﾘ ﾔｴﾐ 西日本 TEAM　MORISPO 15
10 210 201220002034 加藤 舞紘 ｶﾄｳ ﾏﾋﾛ 東北 GRAY/グラスホッパー 16
11 211 201320001134 加賀谷 奏来 ｶｶﾞﾔ ｿﾗ 東北 TeamHayashi 17
12 212 201740016034 藤生 瑛菜 ﾌｼﾞｳ ｱｷﾅ 中部 白馬ジュニア 19
13 213 202060002724 石河内 由貴 ｲｼｺﾞｳﾁ ﾕｷ 西日本 ジャミングクルー 23
14 214 201240001034 市田 悠莉 ｲﾁﾀﾞ ﾕｳﾘ 中部 W.M 30
15 215 202030014244 滝澤 俐歩 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾎ 関東 31
16 216 201360020834 岡 愛華 ｵｶ ｱｲｶ 西日本 木村部屋 46
17 217 201430009264 弘重 絵美 ﾋﾛｼｹﾞ ｴﾐ 関東 HARDROCKSNOW
18 218 201030020564 篠木 麻希子 ｼﾉｷﾞ ﾏｷｺ 関東 胸突八丁
19 219 201930001664 石田 悦未 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾐ 関東 胸突八丁
20 220 200330150864 清水 敦子 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｺ 関東 HARDROCKSNOW
21 221 200460015864 東 佳奈子 ﾋｶﾞｼ ｶﾅｺ 西日本 ジャミングクルー
22 222 201030034964 森金 愛里 ﾓﾘｶﾈ ｱｲﾘ 関東 Team Victoria
23 223 201230027364 堀場 さやか ﾎﾘﾊﾞ ｻﾔｶ 関東 Team Victoria


