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片田　詩織 上斎原SC

名越　由佳 阿新ＳＣ

水杉　香心 加茂体協

神嶋由佳子 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

緒形　沙耶 高体連SC

根石陽菜乃 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

野井ひなの 高体連SC

藤木　梨乃 高体連SC

片山　静華 津山SC

河村　曉帆 ＯＳＣ

神嶋佳那子 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

山田　夏未 蒜山SC

☆13 片山　紗良 蒜山SC

黒田　菜々 加茂体協

鎌田　楓加 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

木村　実代 旭化成SC

奥　かさね 上斎原SC

久保木美代子 ＪＲ岡山

正富　花帆 ﾌﾛﾝﾃｨｱSC

多久間小春 蒜山SC

坂口あゆみ 阿新ＳＣ

☆22 大谷知早希 第２ｼｰﾊｲﾙ

山本　菜月 高体連SC

黒原　吏子 M’sﾚｰｼﾝｸﾞ

橋爪　泰子 中央市場

岸本　夏佳 ＪＲ岡山

－ 矢野　洋子 ＪＲ岡山

－ 田中　純子 ＭＥＳ

☆印： ジュニア選手（小学生１～６年生）でＳＡＯ競技者登録しており、ジュニア公認ポイントレースで、

ポイント取得してランキング入りした選手を示しています。

ジュニアＳＡＯ競技者登録していない選手は、ジュニアポイントリストに有っても未採用となり、

このリストに表示されません。

２０１８

採用ﾘｽﾄ
２０１８

2018/9/13現在

１9' ＳＡＯ
競技者
登録NO

ＳＡＪ
競技者
登録NO

競技者氏名 所属クラブ

縮小⑫ー完了2019スキー岡山２０１9シニアＮｏ１ポイント

縮小⑬ー完了2019スキー岡山２０１9ジュニアNo1ポイント1ﾍﾟｰｼﾞ目

JUNIOR　Ｓｌａｌｏｍ　ａｔ　ＧＩＡＮＴ　Ｎｏ１Ｐｏｉｎｔ　Ｌｉｓｔ　ｔｏ　２０１９ 

競技本部　計算委員会 ﾎﾟｲﾝﾄ管理小委員会 ２０１８／９／１３　現在

使用point　saoNo１　 　使用point　saoNo2

【２０１９　Ｊｒ男子】

競技者No
氏名 〜の学校名

新学年
所属名

西日本
小学生
【第1戦】

ﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ

Cup　Ｋ１
【第2戦】

OHK杯

小学生
大会

（阿新）

小学生
大会

ﾄﾖﾍﾟｯﾄcup

小学生
大会

(上齋原)

近藤　匠吾 三勲小　⑥ ﾗｲｽﾞJr

湯浅　由規 加茂小　⑥ 加茂体協Jr

定岡丈一朗 中学校１年 阿新Jr

定岡　良磨 本郷小　⑥ 阿新Jr

近藤　龍生 三勲小　④ 三勲小学校

片山　　颯 川上小　④ 川上小学校

遠藤　隆二 川上小　③ 川上小学校

大石　弘明 中庄小　⑥ 中庄小学校

平田　琉晟 中学校１年 中学校１年

佐子　青葉 川上小　⑤ 川上小学校

内藤　晴規 川上小　④ 川上小学校

佐藤　壮流 中学校１年 中学校１年

平田　輝斗 上齋原小⑤ 上齋原小学

菊池　信二 川上小　③ 川上小学校

山口　　巧 上齋原小④ 上齋原小学

奥　　出穂 上齋原小④ 上齋原小学

八木　　翼 田井小　② 田井小学校

ー 谷本　陸真 大野小　⑥ 大野小学校

ー 和田　海人 大野小　⑥ 大野小学校

ー 谷本　天晴 大野小　③ 大野小学校

ー 植木　凛太 中学校１年 中学校１年

ー 若林　　秋 川上小　③ 川上小学校

ー 内藤　拓海 川上小　② 川上小学校

ー 奥村　　都 法吉小　⑥ 法吉小学校

ー 定岡　謙伸 新見南小③ 新見南小学

競技本部　計算委員会 ﾎﾟｲﾝﾄ管理小委員会 ２０１８／９／１３　現在

使用point　saoNo１ 　使用point　saoNo2

【２０１９　Ｊｒ女子】

競技者No
氏名 〜の学校名

新学年
所属名

西日本
小学生
【第1戦】

ﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ

Cup　Ｋ１
【第2戦】

OHK杯

小学生
大会

（阿新）

小学生
大会

ﾄﾖﾍﾟｯﾄcup

小学生
大会

(上齋原)

片山　紗良 中学校１年 蒜山ｽﾎﾟ少Jr

大谷知早希 中学校１年 第２ｼｰJr

多久間紅葉 川上小　⑥ 川上小学校

芦立　真緒 川上小　⑥ 川上小学校

遠藤かんな 川上小　⑥ 川上小学校

松尾華里奈 川上小　④ 川上小学校

砂村未智瑠 川上小　⑥ 川上小学校

湯浅　由梨 加茂小　④ 加茂小学校

定岡　小夏 新見南小⑤ 新見南小学

浅原　和香 川上小　⑤ 川上小学校

松尾　愛心 川上小　② 川上小学校

三原　遥真 川上小　② 川上小学校

平田　未来 上斎原小学 上斎原小学

岸本　夏佳 津島小　⑥ JR岡山Jr

ー 牧本　清佳 大野小　⑥ 大野小学校

ー 和田　空菜 大野小　④ 大野小学校

ー 小椋　苺華 中学校１年 中学校１年

（注）学校名及び学年は２０１8／４〜の新学年です。

登録ｸﾗﾌﾞＮｏ６０－以上は未登録選手でPOINT表示しているが無効です。

競技者Ｎｏの無い競技者もPOINTは無効と成ります。大会エントリー時ノーポイントでドローとなります。

作成者 : sao; sao安井 2018/10/31 1 ページ


