
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
U　ー　１５　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 U-１５

出走順ﾋﾞﾌﾞ会員番号 氏名 ｼﾒｲ 地区 チーム名

1 031 201640007044 宮尾 一花 ﾐﾔｵ ｲﾁｶ 中部 C UNISON 9
2 032 201740026644 森下 心結 ﾓﾘｼﾀ ﾐｳ 中部 G_GRiDE 18
3 033 201610005644 七崎 凛帆 ﾅﾅｻｷ ﾘﾎ 北海道 sig-nature 34
4 034 201520000934 加藤 寧琉 ｶﾄｳ ﾈｲﾙ 東北 秋田スノーボードスポーツ少年団 34
5 035 201830001344 藤嶋 李帆 ﾌｼﾞｼﾏ ﾘﾎ 関東 Team Victoria 40
6 036 201640005144 伊藤 優奈 ｲﾄｳ ﾕﾅ 中部 白馬ジュニア 41
7 037 201720003544 工藤 香羽 ｸﾄﾞｳ ｺｳ 東北 HANELU'Z 41
8 038 201820002444 齋藤 雪歌 ｻｲﾄｳ ﾕｶ 東北 ﾁｰﾑｻﾝﾌﾗﾜｰ 49
9 039 201940018744 吉川 美弥 ﾖｼｶﾜ ﾐﾔ 中部 白馬ジュニア 49
10 040 201760012034 石丸 葵唯 ｲｼﾏﾙ ｱｵｲ 西日本 木村部屋
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出走順ﾋﾞﾌﾞ会員番号 氏名 ｼﾒｲ 地区 チーム名

1 051 201320008633 戸田 琉冬 ﾄﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 東北 グラスホッパー 3
2 052 201540000743 山田 莉園 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵﾝ 中部 和泉クラブ 17
3 053 201420003533 清野 喜幹 ｾｲﾉ ﾖｼｷ 東北 グラスホッパー 28
4 054 201640019243 浅田 礼仁 ｱｻﾀﾞ ﾚｲｼﾞ 中部 G_GRiDE 30
5 055 202010001133 住永 翔吾 ｽﾐﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 北海道 TEAM MOCO 40
6 056 201560027443 松本 樹 ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 西日本 木村部屋 48
7 057 202030005643 奥田 蓮兜 ｵｸﾀﾞ ﾚﾝﾄ 関東 GSS 78
8 058 201640003943 長澤 慈 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾙ 中部 レコード 90
9 059 201610000843 合歓垣 想太 ﾈﾑｶﾞｷ ｿｳﾀ 北海道 チームホクトスポーツ 107
10 060 201730057043 村上 創太 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 関東 KING ｰROYALHILL 112
11 061 202030004243 畑岸 悠大 ﾊﾀｷﾞｼ ﾕｳﾀﾞｲ 関東 team佐々木塾
12 062 201630019343 阿部 俵大 ｱﾍﾞ ﾋｮｳﾀ 関東 KING×ROYALHILL


