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○オープンクラス

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

1036093 谷 梅圭 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズA 女子

1012033 福田 蓮登 相模原 アガペスキークラブ キッズA 男子

1031175 勢木 怜志 鳥　取 末恒小学校 キッズA 男子

7900011 西岡 虎以 神奈川 宮崎小学校 キッズA 男子

7900015 稲葉 淳一郎 神奈川 茅ヶ崎小学校 キッズA 男子

0012178 樋口 凜音 東　京 カンダハー キッズB 女子

1005126 鈴木 翔温 横　浜 鹿沢レーシングプレイス キッズB 女子

1011319 竹本 瑚乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズB 女子

1005123 原 美空乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズB 女子

1011321 新海 理帆 横　浜 バディースキークラブ キッズB 女子

7900006 吉田 拓真 神奈川 横浜国大附鎌倉小学校 キッズB 男子

1005128 田中 遼介 横　浜 バディースキークラブ キッズB 男子

1005125 山田 海斗 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズB 男子

1011320 山口 礼滝 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズB 男子

7900014 岡田 将馬 東　京 リベルタレーシング キッズB 男子

7910002 弦巻 佳夢 神奈川 川和東小学校 ユースK1 女子

1034111 稲熊 日向子 愛　知 リベルタスキークラブ ユースK1 女子

0994830 山口 礼夢 横　浜 BURST-YOKOHAMA ユースK1 男子

0999980 山口 礼恩 横　浜 BURST-YOKOHAMA ユースK1 男子

1006465 前田 航 川　崎 富士通スキー部 ユースK1 男子

1002296 岡本 昂己 逗　子 ショーナンキッズ ユースK1 男子

1031737 黒須 悠希 横　浜 K-power ユースK1 男子

7910001 橋詰 りの 京　都 YOMON オープン成年女子

1009804 野上 千尋 東　京 学習院女子中等科 オープン成年女子

7900001 橋詰 豊史 京　都 YOMON オープン成年男子

7900004 高峰 悠 東　京 チーム椎名町 オープン成年男子

7900005 高峰 康 東　京 チーム椎名町 オープン成年男子

0939156 永沼 酉太 大　阪 タナベスポーツＳＣ オープン成年男子

0986016 大橋 幸平 愛　知 姫路レーシング オープン成年男子

1010381 黒澤 葵 静　岡 御殿場市 オープン成年男子

1004794 辻 直哉 東　京 桐朋高校スキー部 オープン成年男子
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○ポイントクラス・女子

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

3019129 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校 ユースK2 女子

1013330 森 きなり 逗　子 ショーナンキッズ ユースK2 女子

1005177 田中 麗奈 逗　子 ショーナンキッズ ユースK2 女子

0998310 宇井 みのり 厚　木 厚木スキークラブ ユースK2 女子

7910006 小島 恵菜 埼　玉 越谷市 ユースK2 女子

0302251 福井 利菜 逗　子 ショーナンキッズ ユースK2 女子

1007282 田口 真帆 神奈川 日本大学鶴ケ丘高校 ジュニア 女子

0996872 渡辺 亜弥乃 高体連 白鵬女子高校 ジュニア 女子

0999942 鈴木 菜々子 東　京 成城学園高校 ジュニア 女子

1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会 ジュニア 女子
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○ポイントクラス・男子

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ ユースK2 男子

1010860 正西 賢将 中体連 桐蔭学園中学 ユースK2 男子

1021072 岡本 拓巳 中体連 桐蔭中教中学 ユースK2 男子

1003824 松原 健 中体連 桐蔭中教中学 ユースK2 男子

0989600 稲葉 健一郎 神奈川 横浜市 ユースK2 男子

1010855 髙岡 雄一郎 中体連 桐光学園中学 ユースK2 男子

0995796 脇谷 柊司 神奈川 川崎市 ジュニア 男子

1011317 坂本 良太 横　浜 K-Power ジュニア 男子

1021526 堀江 宥豪 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ ジュニア 男子

0957497 二ノ宮 陸 高体連 相模原総合高校 ジュニア 男子

0989391 滝田 海晴 高体連 光陵高校 ジュニア 男子

1004795 春田 悠貴 東　京 桐朋高校 ジュニア 男子

0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子D

0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川スキー部 成年男子D

0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年男子D

0914372 鈴木 秀則 藤　沢 シルバースパークＲＣ 成年男子D

0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年男子D

0082386 川村 剛 藤　沢 シルバースパークＲＣ 成年男子D

0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンスキークラブ 成年男子D

0986363 岡村 一彦 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年男子D

1012038 遠藤 知孝 川　崎 富士通スキー部 成年男子D

0103779 唐澤 公岳 小田原 アールベルグＳＣ 成年男子D

0889275 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ 成年男子D

0149574 北寒寺 暁 藤　沢 いすゞ藤沢 成年男子D

0893308 青柳 孝行 横　浜 横浜スベロー会 成年男子D

0946702 小泉 奏一郎 横　浜 横浜スベロー会 成年男子C

1002298 岡本 典之 逗　子 ショーナンキッズ 成年男子C

0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子C

0700012 本宮 達也 神奈川 横浜市 成年男子C

0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子C

0700010 阿良田 康浩 東　京 足立区 成年男子B

0495262 北條 聖典 相模原 エクセルスキークラブ 成年男子B

1026329 栂野 僚 横　浜 慶應ラシャールＳＣ 成年男子A
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