
この大会は、（財）地域活性化センターのスポーツ

拠点づくり推進事業の支援を受けて実施しています。

第３１回全国高等学校選抜スキー大会
全日本スキー連盟A級公認

公式成績表

女子 1.2 km スプリント クラシカル

野沢温泉／長野 2019/02/28 開始時間 09:30 終了時間 12:35

 技術代表 下澤　弘嘉 SAJ  コース名 南原クロスカントリーコース

 技術代表アシスタント 武田　定純 SAJ  標高差 ２３ｍ

 競技委員長 市川　　昭 NSC  合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 1 決勝 A 01306097 祖父江 凜(3) 飯山高校 長野
2 7 決勝 A 01307096 品田 萌衣(1) 飯山高校 長野
3 2 決勝 A 01306412 祢津 利宝(2) 飯山高校 長野
4 8 決勝 A 01306677 本田 千佳(2) 花輪高校 秋田
5 5 決勝 A 01305830 田中 星那(3) 花輪高校 秋田
6 3 決勝 A 01306416 芳川 千恵(2) 飯山高校 長野

7 11 準決勝 01305613 滝沢 日菜(3) 盛岡南高校 岩手
8 15 準決勝 01306798 髙橋 佳奈子(2) 新庄南高等学校金山校 山形
9 4 準決勝 01306632 栃谷 和(2) おといねっぷ美術工芸高校 北海道

10 21 準決勝 01305722 太谷 好乃(3) 白馬高校 長野
11 9 準決勝 01306385 小林 華怜(2) 中野立志館高校 長野
12 16 準決勝 01306818 澤田 羽夏(1) 花輪高校 秋田

13 12 準々決勝 01307221 竹節 未羽(1) 中野立志館高校 長野
14 13 準々決勝 01305967 平川 歩未(3) 秋田北鷹高校 秋田
15 14 準々決勝 01306665 黒澤 南帆(2) 花輪高校 秋田
16 6 準々決勝 01306000 小林 萌子(3) 十日町高校 新潟
17 10 準々決勝 01305881 笠原 ひな(3) 中野立志館高校 長野
18 17 準々決勝 01306170 山内 美佳(2) 勝山高校 福井
19 19 準々決勝 01306848 湯本 美桜(1) 飯山高校 長野
20 28 準々決勝 01307358 髙橋 実紗希(3) 留萌高校 北海道
21 23 準々決勝 01306434 北井 詩織(2) 十日町高校 新潟
22 24 準々決勝 01306389 山﨑 愛深(2) 中野立志館高校 長野
23 26 準々決勝 01306467 中嶋 陽奈(2) 十日町高校 新潟
24 29 準々決勝 01306666 柴田 樹(2) 秋田北鷹高校 秋田
25 30 準々決勝 01306418 池田 結花(2) 新井高校 新潟
26 18 準々決勝 01307161 松浦 有香(1) 秋田北鷹高校 秋田
27 20 準々決勝 01306285 今溝 陽名子(2) 飯山高校 長野
28 22 準々決勝 01306833 髙橋 くるみ(1) 飯山高校 長野
29 25 準々決勝 01306550 上川原 遥(2) 盛岡南高校 岩手
30 27 準々決勝 01306549 小田 綺花(2) 盛岡南高校 岩手

31 予選 01305692 笹川 茉由(3) 沼田女子高校 群馬
32 予選 01306417 渡邉 なな(2) 中野立志館高校 長野
33 予選 01306461 月岡 樹音(2) 十日町高校 新潟
34 予選 01307335 三橋 桃子(1) おといねっぷ美術工芸高校 北海道
35 予選 01306760 佐々木 美紗(2) 富良野高校 北海道
36 予選 01306502 宮木 真帆(2) 雄山高校 富山
37 予選 01307199 髙橋 美里(1) 新庄南高等学校金山校 山形
38 予選 01307114 濱野 希美(1) 十日町高校 新潟
39 予選 01306291 松岡 陽菜(2) 白馬高校 長野
40 予選 01306581 髙田 ちさと(3) 富良野高校 北海道
41 予選 01307074 浅田 萌音(1) 十日町高校 新潟
42 予選 01306233 森 冬姫子(2) 盛岡第三高校 岩手
43 予選 01305992 春日 美雨(3) 十日町高校 新潟
44 予選 01306956 篠﨑 志おり(1) 白馬高校 長野
45 予選 01307112 羽鳥 妙(1) 十日町高校 新潟
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46 予選 01305698 本守 彩音(3) 勝山高校蒜山校地 岡山
47 予選 01306498 河野 千春(2) 加計高校芸北分校 広島
48 予選 01307344 佐藤 花(1) 富良野高校 北海道
49 予選 01306544 大欠 愛優(2) 盛岡農業高校 岩手
50 予選 01307342 太田 結希(1) 富良野高校 北海道
51 予選 01306627 小足 さくら(2) 名寄産業高校 北海道
52 予選 01306796 岸 桃加(2) 新庄北高等学校 山形
53 予選 01307343 坂 菜月(1) 富良野高校 北海道
54 予選 01306890 米田 依里湖(1) 花輪高校 秋田
55 予選 01305589 佐藤 紗矢佳(3) 利根実業高校 群馬
56 予選 01307540 山村 楓(3) 京都光華高校 京都
57 予選 01305697 立田 詩乃(3) 勝山高校蒜山校地 岡山
58 予選 01307275 坂田 璃音(1) 富良野高校 北海道
59 予選 01307201 丹 美空(1) 新庄北高等学校 山形
60 予選 01307548 竹内 理紗(3) 同志社女子高校 京都
61 予選 01307384 松岡 実優(2) 名寄産業高校 北海道
62 予選 01306931 上田 遥菜(1) 村岡高校 兵庫
63 予選 01307662 青谷 夏凜(1) 比叡山高校 滋賀
64 予選 01307253 淺田 夏光(1) 米子北斗高校 鳥取
65 予選 01308836 小多 沙奈(1) 長浜北高校 滋賀
66 予選 01308170 西山 愛莉(2) 京都光華高校 京都

予選 01307056 吉野 友菜(1) 沼田女子高校 群馬 DF
予選 01306797 須賀 愛依(2) 新庄北高等学校 山形 DS

雪温 気温
09:30  雨  ウエット 0℃ 3℃ 78％ 無風
11:00  曇り  ウエット 0℃ 5℃ 72％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
68 66 0 1 1 0

技術代表 セクレタリー

下澤　弘嘉 佐藤　金二
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