
第 31 回 全 九 州 ス キ ー 選 手 権 大 会

開催日：平成17年3月6日（日）　天候：雪　気温：－５℃ 平成16年３月７日(日)
開催地：鳥取県西伯郡大山町上の原スキー場
旗門数：２２旗門

種目 ＧＳ 女子 公　式　記　録

順位 ｾﾞｯｹﾝ 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

1 1 西山　久美 ﾆｼﾔﾏ　ｸﾐ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:38.03

2 17 三苫　舞 ﾐﾄﾏ　ﾏｲ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:38.44

3 46 梶尾　奈央 ｶｼﾞｵ　ﾅｵ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:39.34

4 26 武末　夏子 ﾀｹﾏﾂ　ﾅﾂｺ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本 00:40.17

5 7 岩崎　千夏 ｲﾜｻｷ　ﾁﾅﾂ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長崎 00:40.22

6 40 長　麻奈美 ﾁｮｳ　ﾏﾅﾐ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:40.75

7 37 網田　珠美 ｱﾐﾀ　ﾀﾏﾐ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:40.90

8 75 黒木　優子 ｸﾛｷ　ﾕｳｺ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:41.03

9 13 高橋　真結 ﾀｶﾊｼ　ﾏﾕ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ 大分 00:41.54

10 24 田村　委子 ﾀﾑﾗ　ﾓﾄｺ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 福岡 00:42.41

11 48 三浦　かな子 ﾐｳﾗ　ｶﾅｺ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞまりんかるちゃー隊（Ｊｒ） 大分 00:42.41

12 21 久家　万希子 ｸｶﾞ　ﾏｷｺ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長崎 00:42.50

13 4 加藤　歩 ｶﾄｳ　ｱﾕﾐ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑA（Ｊｒ） 佐賀 00:42.76

14 35 加藤　沙菜 ｶﾄｳ　ｻﾅ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑA（Ｊｒ） 佐賀 00:43.47

15 6 中村　加代子 ﾅｶﾑﾗ　ｶﾖｺ はかたS.R.C はかたS.R.C 福岡 00:43.82

16 22 倉員　雪 ｸﾗｶｽﾞ　ﾕｷ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑA（Ｊｒ） 佐賀 00:44.19

17 11 福田　裕子 ﾌｸﾀﾞ　ﾕｳｺ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会A 福岡 00:44.25

18 55 足立　早季 ｱﾀﾞﾁ　ｻｷ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞまりんかるちゃー隊（Ｊｒ） 大分 00:44.25

19 19 篠崎　章子 ｼﾉｻﾞｷ　ｼｮｳｺ Snow Bombers'04 Snow Bombers'04 福岡 00:44.53

20 33 武富　京子 ﾀｹﾄﾞﾐ　ｷｮｳｺ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 福岡 00:44.54

21 32 有吉　智恵子 ｱﾘﾖｼ　ﾁｴｺ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:45.17

22 18 吉井　めぐみ ﾖｼｲ　ﾒｸﾞﾐ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:45.63

23 92 尾澤　宏枝 ｵｻﾞﾜ　ﾋﾛｴ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:45.67

24 3 青木　夏美 ｱｵｷ　ﾅﾂﾐ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:45.87

25 54 吉永　良子 ﾖｼﾅｶﾞ　ﾘｮｳｺ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:46.00

26 12 守田　京子 ﾓﾘﾀ　ｷｮｳｺ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:46.22

27 43 後藤　紀代子 ｺﾞﾄｳ　ｷﾖｺ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会A 福岡 00:46.31

28 16 小川　愛梨沙 ｵｶﾞﾜ　ｱﾘｻ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:46.63

29 57 池田　裕美 ｲｹﾀﾞ　ﾋﾛﾐ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:46.71

30 38 櫻井　愛弓 ｻｸﾗｲ　ｱﾕﾐ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:46.81

31 185 宮崎　真実 ﾐﾔｻﾞｷ　ﾏﾐ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:47.24

32 140 大橋　真淑 ｵｵﾊｼ　ﾏｽﾐ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ（Ｊｒ） 福岡 00:47.55

33 8 渋田　由美 ｼﾌﾞﾀ　ﾕﾐ Snow Bombers'04 Snow Bombers'04 福岡 00:47.71

34 168 加藤　美穂 ｶﾄｳ　ﾐﾎ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 武雄ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 佐賀 00:48.05

35 10 三苫　佳子 ﾐﾄﾏ　ﾖｼｺ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:48.82

36 34 井口　祐子 ｲﾉｸﾁ　ﾕｳｺ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ 大分 00:48.88

37 31 内藤　雅子 ﾅｲﾄｳ　ﾏｻｺ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:49.59

38 47 鮎川　千春 ｱﾕｶﾜ　ﾁﾊﾙ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀 00:49.60

39 49 千葉　美香 ﾁﾊﾞ　ﾐｶ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑB（Ｊｒ） 佐賀 00:50.07

40 27 松尾　珠美 ﾏﾂｵ　ﾀﾏﾐ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会A 福岡 00:50.10

41 161 平島　香代子 ﾋﾗｼﾏ　ｶﾖｺ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞろ組 福岡 00:50.17

42 20 平嶋　邦子 ﾋﾗｼﾏ　ｸﾆｺ はかたS.R.C はかたS.R.C 福岡 00:50.18

43 50 桑原　矢江 ｸﾜﾊﾗ　ﾔｴ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞB 福岡 00:51.79

44 14 中村　静夏 ﾅｶﾑﾗ　ｼｽﾞｶ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ（Ｊｒ） 熊本 00:52.08

45 36 三又　彩 ﾐﾏﾀ　ｱﾔ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞぶんご梅隊（Ｊｒ） 大分 00:52.10

46 5 天明　玲子 ﾃﾝﾐｮｳ　ﾚｲｺ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞA 福岡 00:52.12

47 53 加藤　怜奈 ｶﾄｳ　ﾚｲﾅ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑB（Ｊｒ） 佐賀 00:52.31

48 56 三浦　ふみ ﾐｳﾗ　ﾌﾐ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞまりんかるちゃー隊（Ｊｒ） 大分 00:52.45

49 25 田中　美穂子 ﾀﾅｶ　ﾐﾎｺ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀 00:53.01

50 44 犬井　由紀子 ｲﾇｲ　ﾕｷｺ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 00:53.58



順位 ｾﾞｯｹﾝ 選手名 フリガナ 所属クラブ チーム 県 ﾀｲﾑ

51 39 村上　由美子 ﾑﾗｶﾐ　ﾕﾐｺ はかたS.R.C はかたS.R.C 福岡 00:54.80

52 172 鹿野　成美 ｼｶﾉ　ﾅﾙﾐ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞうみたまご隊（Jr） 大分 00:57.16

53 23 中村　琴子 ﾅｶﾑﾗ　ｺﾄｺ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 熊本ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ（Ｊｒ） 熊本 00:58.60

54 59 大内田　優美 ｵｵｳﾁﾀﾞ　ﾕﾐ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会B 福岡 00:59.76

55 62 松尾　野菜 ﾏﾂｵ　ﾉﾅ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑC（Ｊｒ） 佐賀 01:00.28

56 184 高取　由季 ﾀｶﾄﾘ　ﾕｷ 大分すべろう会 大分すべろう会B 大分 01:01.79

57 206 高橋　和美 ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞﾐ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑｽﾉｰﾏﾝC 大分 01:03.06

58 94 岩本　恵 ｲﾜﾓﾄ　ﾒｸﾞﾐ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 北九州ｽｷｰｸﾗﾌﾞ（Ｊｒ） 福岡 01:15.62

59 191 徳永　弘恵 ﾄｸﾅｶﾞ　ﾋﾛｴ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞ みやもとｽｷｰｸﾗﾌﾞB 熊本 01:24.15

60 111 黒木　郁子 ｸﾛｷ　ｲｸｺ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 01:25.92

61 2 松尾　和江 ﾏﾂｵ　ｶｽﾞｴ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀ｽﾉｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐賀 01:34.02

15 寺田　まり ﾀﾗﾀﾞ　ﾏﾘ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 福岡 D

28 山内　春香 ﾔﾏｳﾁ　ﾊﾙｶ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ ｽｷｰﾁｰﾑ ｽﾉｰﾏﾝ 大分 DF

51 山口　優子 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾕｳｺ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会B 福岡 DF

9 安部　友絵 ｱﾍﾞ　ﾄﾓｴ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞぶんご梅隊（Ｊｒ） 大分 DS

29 小川　真希 ｵｶﾞﾜ　ﾏｷ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 DS

30 宮本　萌果 ﾐﾔﾓﾄ　ﾓｴｶ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大分ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞぶんご梅隊（Ｊｒ） 大分 DS

41 今井　志生子 ｲﾏｲ　ｼｵｺ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 佐世保ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長崎 DS

42 小池　明子 ｺｲｹ　ｱｷｺ Snow Bombers'04 Snow Bombers'04 福岡 DS

45 小川　八寿子 ｵｶﾞﾜ　ﾔｽｺ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 福岡 DS

52 井上　真実 ｲﾉｳｴ　ﾏﾐ 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会 福岡ｽﾍﾞﾛｰ会B 福岡 DS

58 赤坂　使紗慧 ｱｶｻｶ　ﾘｻｴ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑB（Ｊｒ） 佐賀 DS

60 赤坂　早有麗 ｱｶｻｶ　ｻﾕﾘ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑC（Ｊｒ） 佐賀 DS

61 赤坂　有微恵 ｱｶｻｶ　ﾕﾐｴ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑC（Ｊｒ） 佐賀 DS

＊注：男子チーム参加の女子選手(12名中12名完走)の記録を含む（ｾﾞｯｹﾝ№７５以降の選手は男子チームで出走)


