
 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山田　勇気 [長野] コース名

栂池馬の瀬南GSコース
主審 金沢 貴徳 [長野] スタート地点 1251m

フィニッシュ地点 996m
競技委員長 深澤　哲 [OTS] 標高差 255m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-169/15

コースセッター 北村 順二 [長野]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

1 弦巻　佳夢 神奈川 サムライレーサーズ 6
2 富井　咲良 長野 野沢温泉小学校 6
3 荒川　夏華 長野 原小学校 6
4 岡田　真央 長野 八方レーシング 5
5 平出　彩音 長野 白樺湖ロイヤルヒルジ 6
6 上野　すみれ 長野 野沢温泉小学校 5
7 山本　結奈 長野 菅平小学校 6
8 奥原　優奈 長野 木曽福島ジュニア 5
9 新谷　花梨 長野 野沢温泉小学校 5

10 塩島　ゆめ 長野 岩岳ジュニアレーシン 5
11 今井　心琴 長野 菅平小学校 5
12 富井　美森 長野 野沢温泉小学校 6
13 富井　優衣 長野 野沢温泉小学校 6
14 今井　絢弥萌 長野 菅平小学校 6
15 吉原　日彩 長野 大町蓮華スキークラブ 5
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

16 目時　るか 長野 小谷小学校 5
17 猪又　詩乃 長野 小谷小学校 5
18 コワル　万彩 長野 八方レーシング 6
19 坂井田　有紗 長野 野沢温泉小学校 6
20 岩田　唯那 長野 木曽福島ジュニア 6
21 池田　夏 長野 野沢温泉小学校 6
22 加藤　世峰 長野 岩岳ジュニアレーシン 5
23 太田　七海 長野 大町蓮華スキークラブ 5
24 相澤　杏季 長野 小谷小学校 6
25 森　雪美 長野 野沢温泉小学校 5
26 笹岡　蒼季 長野 野沢温泉小学校 5
27 荻原　志曙 長野 泉台小学校 6
28 深澤　愛依 長野 小谷小学校 6
29 加藤　愛梨 長野 木曽福島ジュニア 5
30 松沢　倖那 長野 岩岳ジュニアレーシン 6
31 中村　晏 長野 白馬南小学校 5
32 山崎　せれな 長野 中野小学校 5
33 河合　胡奈 長野 北山小学校 5
34 田川　陽菜 長野 木曽福島ジュニア 5
35 山田　さくら 長野 泉台小学校 6
36 伊東　香苗 長野 泉野小学校 6
37 森　理葉 東京 桐朋学園小学校 6
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山田 勇気 [長野] コース名

栂池馬の瀬南GSコース
主審 松沢 剛 [長野] スタート地点 1251m

フィニッシュ地点 996m
競技委員長 深澤 哲 [OTS] 標高差 255m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-169/15

コースセッター 森 和成 [長野]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

101 山崎　青嶺 長野 軽井沢ジュニアレーシ 5
102 田川　遥太 長野 木曽福島ジュニア 5
103 松尾　恒樹 長野 野沢温泉小学校 6
104 山川　悠斗 長野 信濃小中学校 6
105 井上　雪輝 兵庫 温泉ジュニア 6
106 丸山　颯大 長野 八方レーシング 5
107 田川　翔太 長野 木曽福島ジュニア 5
108 丸山　ディゼル　 長野 八方レーシング 5
109 高藤　嘉人 長野 木島平小学校 5
110 中田　絢太 長野 御代田南小学校 6
111 新井　颯真 長野 高山小学校 5
112 清水　圭太 新潟 湯之谷JRC 6
113 宮津　柊 長野 山ノ内西小学校 6
114 上田　航太朗 長野 木曽福島ジュニア 6
115 松木　徠 長野 信濃小中学校 6
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

116 竹内　優太 長野 田中小学校 6
117 湯本　快誠 長野 山ノ内西小学校 6
118 山岸　渓太 長野 和小学校 5
119 永禮　優一郎 長野 傍陽小学校 5
120 太目　響喜 長野 木曽福島ジュニア 6
121 清水　雅俊 長野 飯山小学校 5
122 斉藤　維吹 長野 山ノ内西小学校 6
123 大澤　優 埼玉 秩父市立原谷小学校 5
124 村上　誠太郎 長野 白樺湖ロイヤルヒルジ 6
125 石原　遼明 長野 白馬南小学校 5
126 金沢　朝陽 長野 南牧南小学校 6
127 鈴木　瑛心 長野 才教学園小学校 5
128 平井　駿輝 長野 戸狩小アルペンスキー 6
129 矢口　悠翔 長野 菅平小学校 6
130 アダムソン　錠 長野 白馬南小学校 6
131 宮澤　優輝 長野 戸狩小アルペンスキー 6
132 橋本　琉生 長野 小谷小学校 6
133 池田　泉太 長野 野沢温泉小学校 6
134 柳澤　秀汰 長野 戸隠Jr 5
135 河野　聖良 長野 野沢温泉小学校 5
136 徳竹　希星 長野 山ノ内西小学校 6
137 林　愛琉 長野 川上第二小学校 5
138 千葉　稜太 長野 白樺湖ロイヤルヒルジ 5
139 鳥居　玲皇 長野 滋野小学校 6
140 岡田　徠夢 長野 山ノ内西小学校 5
141 奈良尾　悠空 長野 木曽福島ジュニア 5
142 西澤　柊宇 長野 菅平小学校 5
143 宮崎　玲穏 長野 菅平小学校 5
144 山岸　稜太 長野 和小学校 5
145 深澤　朔真 長野 小谷小学校 6
146 眞鍋　親ノ介 長野 松川小学校 5
147 小林　晃太 長野 祢津小学校 5
148 楜澤　桜太 長野 平根小学校 6
149 小林　春琉 長野 祢津小学校 5
150 成田　光輝 長野 菅平小学校 5
151 嘉生　陸 長野 木島平小学校 6
152 岩下　幸太郎 長野 塩尻市立広丘小学校 6
153 赤川　清一郎 長野 田中小学校 6
154 高橋　知也 神奈川 相模原市立淵野辺小学 5
155 山﨑　涼介 長野 八方レーシング 6
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

156 長谷川　睦力 長野 八方レーシング 6
157 芝田　悠人 長野 木曽福島ジュニア 6
158 小熊　健祐 東京 小平第4小学校 5
159 萩原　叶有 長野 八方レーシング 6
160 金子　遥音 長野 信濃小中学校 6
161 宇海　塁輝 長野 大町北小学校 5
162 荒川　雄輝 群馬 草津スキークラブ 5
163 大日方　禅治 長野 戸隠Jr 5
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山田 勇気 [長野] コース名

栂池馬の瀬南GSコース
主審 金沢 貴徳 [長野] スタート地点 1251m

フィニッシュ地点 996m
競技委員長 深澤 哲 [OTS] 標高差 255m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-169/15

コースセッター 高坂 和弘 [長野]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

201 宮下　千里 長野 菅平小学校 4
202 猪又　咲羽 長野 小谷小学校 3
203 ホルト　世理奈 長野 野沢温泉小学校 4
204 嘉生　桃々 長野 木島平小学校 4
205 北野　小春 長野 傍陽小学校 4
206 石﨑　葵 長野 八方レーシング 3
207 加田　遥歩 長野 八方レーシング 3
208 田内　麗桜奈 長野 白馬南小学校 3
209 坂井田　花怜 長野 野沢温泉小学校 4
210 大内　夏希 長野 湖東小学校 4
211 栖村　佳奈 長野 王滝小学校 4
212 小出　幸永 長野 長野市立吉田小学校 4
213 澤村　優奈 長野 松本明善小学校 3
214 鈴木　翔音 神奈川 鹿沢レーシングプレイ 4
215 深澤　ほとは 長野 小谷小学校 4
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

216 星　穂希 新潟 湯之谷JRC 3
217 猪股　稜央 長野 小谷小学校 3
218 前田　雪結 長野 八方レーシング 4
219 三ツ橋　しず 長野 岩岳ジュニアレーシン 4
220 滝澤　璃子 長野 高山小学校 3
221 松原　積希 長野 八方レーシング 4
222 莵原　翠 長野 小谷小学校 3
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山田 勇気 [長野] コース名

栂池馬の瀬南GSコース
主審 松沢 剛 [長野] スタート地点 1251m

フィニッシュ地点 996m
競技委員長 深澤 哲 [OTS] 標高差 255m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-169/15

コースセッター 高坂 和弘 [長野]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

301 山嵜　遼輔 長野 高山小学校 3
302 山崎　昴 長野 軽井沢ジュニアレーシ 4
303 酒井　悠真 長野 戸狩小アルペンスキー 4
304 森　大雪 長野 野沢温泉小学校 3
305 山田　海斗 神奈川 横浜市立上菅町小学校 4
306 赤羽　大和 長野 信濃小中学校 3
307 川口　諒恭 長野 塩尻西小学校 4
308 高藤　樹 長野 木島平小学校 3
309 荒川　龍平 長野 原小学校 3
310 関　源晟 長野 木島平小学校 3
311 近藤　大和 長野 永明小学校 4
312 宗川　瑛太 長野 白馬南小学校 3
313 田中　颯 長野 岩岳ジュニアレーシン 4
314 山浦　龍斗 長野 木島平小学校 4
315 極意　考臣 長野 戸隠ジュニア 4
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 ＮＳＤ杯 2021栂池ジュニアＣｕｐ

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

316 曺　永宇 神奈川 白幡小学校 3
317 塚越　淳 長野 野沢温泉小学校 4
318 山田　航輝 長野 小谷小学校 4
319 北村　慶 長野 信濃小中学校 3
320 赤松　千寿 長野 和田小学校 3
321 市村　悠真 長野 祢津小学校 4
322 森　琉太 長野 野沢温泉小学校 4
323 武居　樟 長野 木曽福島ジュニア 4
324 徳武　和季 長野 戸隠ジュニア 4
325 長谷　岳飛 長野 北山小学校 4
326 弦巻　魁良 神奈川 サムライレーサーズ 4
327 船附　政斗 長野 白馬南小学校 3
328 佐藤　銀河 新潟 湯之谷JRC 4
329 徳武　生馬 長野 白馬南小学校 4
330 ハリー　ワトソン 長野 岩岳ジュニアレーシン 3
331 太谷　成吾 長野 八方レーシング 4
332 松川　和真 長野 野沢温泉小学校 4
333 竹内　文哉 長野 東御市立田中小学校 4
334 佐藤　冴持 新潟 湯之谷JRC 4
335 深澤　出帆 長野 小谷小学校 3
336 山川　大翔 長野 信濃小中学校 4
337 塩島　蓮 長野 岩岳ジュニアレーシン 3
338 萩原　瑠彩 長野 八方レーシング 4
339 平出　快音 長野 白樺湖ロイヤルヒルジ 3
340 吉沢　漸ノ翼 長野 岩岳ジュニアレーシン 4
341 添田　咲太朗 長野 木島平小学校 4
342 砂田　昊ノ輔 長野 岩岳ジュニアレーシン 3
343 伊東　拓真 長野 泉野小学校 4
344 宇海　翼希 長野 大町北小学校 3
345 鎌田　信 長野 野沢温泉小学校 4
346 田中　遼介 神奈川 西梶ヶ谷小学校 4
347 鶴田　和也 長野 川上第二小学校 3
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