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未就学児 男子 0752007 山口 礼滝 横 浜 BURST-Y
未就学児 男子 0752008 稲葉 淳⼀郎 横 浜 BURST-Y
キッズＡ ⼥子 1005123 * 原 美空乃 横 浜 BURST-Y
キッズＡ ⼥子 1005126 * 鈴⽊ 翔温 横 浜 バディーＳＣ
キッズＡ 男子 0999979 * 井手田 昊陽 横 浜 BURST-Y
キッズＡ 男子 0999980 * 山口 礼恩 横 浜 BURST-Y
キッズＡ 男子 1005125 * 山田 海斗 横 浜 BURST-Y
キッズＡ 男子 1005128 * 田中 遼介 横 浜 バディーＳＣ
キッズＢ ⼥子 0752010 山岸 千紗 神奈川 浅間台小学校
キッズＢ 男子 0989600 * 稲葉 健⼀郎 横 浜 BURST-Y
キッズＢ 男子 0994830 * 山口 礼夢 横 浜 BURST-Y
キッズＢ 男子 1002247 * 福岡 環 横 浜 バディーＳＣ
キッズＢ 男子 1005127 * 鈴⽊ 温登 横 浜 バディーＳＣ
キッズＢ 男子 1006465 * 前田 航 川 崎 富士通
ユースK1 ⼥子 0981586 * 末広 恵菜 横 浜 K-Power
ユースK1 ⼥子 0752003 林田 優希 横 浜 横浜雙葉小学校
ユースK2 ⼥子 0981575 * 猪本 浩香 横 浜 バディーＳＣ
ユースK2 ⼥子 0994956 * 大山 さくら 秦 野 ⽇⽴ＥＳＤ
ユースK2 ⼥子 0996872 * 渡辺 亜弥乃 横 浜 横浜スベロー会
ユースK2 ⼥子 0998374 * ⿊坂 恭子 中体連 桐蔭学園中学
ユースK2 ⼥子 1005135 * 山岸 佳歩 横 浜 K-Power
ユースK2 ⼥子 1007049 ⽴山 仁菜 中体連 横浜桐蔭学園中学

少年 ⼥子 0927174 * 佐藤 唯 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0946824 * 荻原 歩実 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0959525 * 鎌田 理緒 横 浜 横浜スポーツマン
少年 ⼥子 0963409 * 坂本 華音 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0975978 * ⽮吹 沙梨 高体連 桐光学園高校
少年 ⼥子 0981502 * 小⾒ ちさと 相模原 エクセルＳＣ
少年 ⼥子 0983045 * 深栖 風花 高体連 鵠沼高校
少年 ⼥子 0992938 * 紙屋 智菜美 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0992948 * 佐藤 未菜 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0992972 * ⻘⽊ なつみ 中体連 相模⼥子大中学
少年 ⼥子 0998345 * ⻘⽊ ⽇向子 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 ⼥子 0998348 * 家田 知咲 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 ⼥子 0998349 * 石橋 愛菜 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 ⼥子 0998353 * 加藤 七菜子 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 ⼥子 0998360 * 能勢 千裕 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0998364 * 安永 侑未 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0998383 * 松尾 絵瑠夢 中体連 相模⼥子大中学
少年 ⼥子 1001778 * 中山 愛梨 高体連 法政第二高校
少年 ⼥子 0700008 * 大久保 香帆 高体連 法政第二高校
少年 ⼥子 0700009 * 大野 紫花 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 ⼥子 0700010 * 信原 海那 高体連 慶應湘南藤沢高校
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少年 ⼥子 0700011 * 松岡 綾音 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 ⼥子 0700012 * 森田 絢子 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0700013 * 脇口 歩佑子 高体連 相模⼥子大高校
少年 ⼥子 0700016 * 堤 愛理 高体連 慶應湘南藤沢高校
成年⼥子B 0127109 * 森川 順子 川 崎 富士通
成年⼥子B 0872078 * ⾜⽴ 央 横 浜 シーフェル
成年⼥子B 0700006 * 吉田 理沙 川 崎 富士通
成年⼥子B 0752006 佐藤 薫 相模原 相雪スキークラブ
成年⼥子B 0752013 土志田 るり子 東 京 GSLスキークラブ
成年⼥子A 0940161 * 松岡 瑞季 学 連 ⽴教大学
成年⼥子A 0946902 * 原 杏沙花 横 浜 RED BIB
成年⼥子A 0949088 * ⻑澤 美季 学 連 東京理科大学
成年⼥子A 0958948 * 山﨑 菜々子 横 浜 RED BIB
成年⼥子A 0919260 古郡 早桜 学 連 ⽴教大学
成年⼥子A 0752009 菅谷 真悠子 学 連 明治大学
成年⼥子A 0752016 土井 桃花 横 浜 雪浜スキークラブ

ユースK1 男子 0970640 * 二ノ宮 渓 相模原 スキークラブカメ
ユースK1 男子 0977193 * 猪本 憲司郎 横 浜 バディーＳＣ
ユースK1 男子 0978068 * 菊池 壮吾 横 浜 BURST-Y
ユースK1 男子 0998575 * 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ
ユースK1 男子 1000423 * 古川 碧 相模原 エクセルＳＣ
ユースK1 男子 1002249 * 福岡 留圭 横 浜 バディーＳＣ
ユースK2 男子 0957494 * 荻原 洸大 相模原 ニコニコエンジョイＳＣ
ユースK2 男子 0957497 * 二ノ宮 陸 相模原 スキークラブカメ
ユースK2 男子 0963437 * 荒井 基亨 横 浜 K-Power
ユースK2 男子 0983096 * 水野 秀春 厚 ⽊ 厚⽊スキークラブ
ユースK2 男子 0991849 * 奥仲 柊 横 浜 バディーＳＣ
ユースK2 男子 0998343 * 前田 海 中体連 桐蔭学園中学
ユースK2 男子 0998371 * 猪俣 丈 中体連 桐蔭学園中学
ユースK2 男子 0998380 * 寺上 大樹 中体連 桐蔭学園中学
ユースK2 男子 0998381 * 福田 宗眞 中体連 桐蔭学園中学
ユースK2 男子 1001781 * 堀江 宥豪 中体連 関東学院中学

少年 男子 0942090 * 杉本 啓典 高体連 横須賀総合高校
少年 男子 0952799 * 朝山 慈之 中体連 桐蔭学園中学
少年 男子 0963408 * 坂本 嵐士 高体連 法政第二高校
少年 男子 0965925 * 山田 大雅 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0969758 * ⻄山 陸斗 神奈川 川崎市
少年 男子 0970196 * 橋本 岳 高体連 桐蔭中教高校
少年 男子 0970638 * ⻘⽊ 達彦 相模原 スキークラブカメ
少年 男子 0971082 * 新海 佑真 横 浜 バディーＳＣ
少年 男子 0979696 * 髙橋 汰地 高体連 関東学院六浦高校
少年 男子 0981855 * ⽮田 将大 高体連 田奈高校
少年 男子 0992954 * 田中 隆之介 高体連 法政第二高校
少年 男子 0992955 * 千葉 泰史 高体連 法政第二高校
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少年 男子 0992979 * 星野 佑汰 中体連 法政大学第二中学
少年 男子 0998346 * 朝原 佑樹 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 男子 0998350 * 板倉 孝樹 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 男子 0998352 * 太田 瑛人 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 男子 0998354 * 川口谷 涼 高体連 法政第二高校
少年 男子 0998355 * 川﨑 龍⼀ 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0998358 * 中山 龍丸 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0998365 * 山中 蒼也 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0998366 * 山本 真士 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 1001779 * 薬丸 大毅 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750022 * 岡澤 翔太 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750023 * 菊地 拓人 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750024 * 吉﨑 健司 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750025 * 渡辺 陽斗 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750026 * 菊池 裕貴 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750028 * 小畑 智暉 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750029 * 大塚 健太 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750030 * 倉成 優介 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750031 * 神津 幸秀 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750032 * 石⿊ 元也 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750036 * ⿊川 優樹 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750037 * 露⽊ 貴晟 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750038 * 田澤 克樹 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750039 * 玉井 晧貴 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750040 * 田中 陽也 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750041 * 渡邉 有将 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750042 * 鈴⽊ 陽人 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750043 * 濵 伊織 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750044 * ⻑岡 亮汰 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750045 * 武井 ⼀ 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750046 * 土田 智也 高体連 法政第二高校
少年 男子 0750047 * 岡野 圭悟 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 男子 0750048 * 片山 晧翔 高体連 慶應湘南藤沢高校
少年 男子 0750057 * 東出 教若 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750058 * ⽊村 航 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750059 * 山中 柊弥 高体連 慶應義塾高校
少年 男子 0750060 * 大隅 智⽴ 高体連 慶應義塾高校
成年男子C 0017843 * 永島 正時 川 崎 三菱ふそう
成年男子C 0030102 * 橘川 康宏 川 崎 リーベンＳＣ
成年男子C 0040009 * 香川 慎⼀郎 横 浜 ユーベル
成年男子C 0049081 * 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所
成年男子C 0051114 * 三浦 創 厚 ⽊ ⽇産ＮＴＣ
成年男子C 0053412 * 山崎 孝広 相模原 スキークラブカメ
成年男子C 0070448 * 森下 幸司 川 崎 いすゞ川崎
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成年男子C 0072979 * 水野 理人 横 浜 横浜スベロー会
成年男子C 0075597 * 清水 昭人 横 浜 クラブ・ワン
成年男子C 0082386 * 川村 剛 藤 沢 ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸRC
成年男子C 0087907 * 大山 ⼀浩 秦 野 ⽇⽴ＥＳＤ
成年男子C 0089157 * 大塚 聡 川 崎 富士通
成年男子C 0098540 * 槻橋 正峰 秦 野 ⽇⽴ＥＳＤ
成年男子C 0099759 * 田上 勝詞 横 浜 クラブ・ワン
成年男子C 0110012 * 畑 国博 横 浜 横浜スベロー会
成年男子C 0140426 * 深栖 久孝 平 塚 小松スキー部
成年男子C 0149574 * 北寒寺 暁 藤 沢 いすゞ藤沢
成年男子C 0873797 * 小林 伊芙樹 横 浜 シーサイド
成年男子C 0874368 * 恩田 真也 相模原 スキークラブカメ
成年男子C 0876313 * 遠藤 仁 横 浜 三菱重⼯横浜
成年男子C 0891375 * 江部 広治 川 崎 富士通
成年男子C 0893308 * ⻘柳 孝⾏ 横 浜 横浜スベロー会
成年男子C 0893586 * 山下 貴史 横 浜 RED BIB
成年男子C 0903750 * 植田 義人 横 浜 横浜スベロー会
成年男子C 0903852 * 沼田 雅人 大 和 ＳＣどんぐり
成年男子C 0905030 * 水谷 弘次 川 崎 三菱ふそう
成年男子C 0914372 * 鈴⽊ 秀則 藤 沢 ｼﾙﾊﾞｰｽﾊﾟｰｸRC
成年男子C 0914413 * ⽐留間 悟 逗 子 ショーナンキッズ
成年男子C 0917227 * 今村 郁男 ⾜ 柄 テルモ
成年男子C 0940057 * 安倍 信吉 川 崎 三菱ふそう
成年男子C 0946757 * 佐藤 哲夫 横 浜 RED BIB
成年男子C 0948034 * 高野 拓也 川 崎 東芝スキークラブ
成年男子C 0952768 * 深澤 潤 川 崎 三菱ふそう
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 0971056 * ⻄山 春之 川 崎 川崎市役所
成年男子C 0983095 * 佐藤 洋文 横 浜 K-Power
成年男子C 0983097 * 水野 洋⼀ 厚 ⽊ 厚⽊スキークラブ
成年男子C 0986363 * 岡村 ⼀彦 厚 ⽊ ⽇産ＮＴＣ
成年男子C 0999973 * 佐藤 ⼀道 横 浜 横浜市役所スキー部
成年男子C 0750061 * 帰山 誠人 神奈川 横浜市
成年男子C 0052605 松岡 潤治 相模原 アガペスキークラブ
成年男子B 0874196 * 小島 久典 横 浜 RED BIB
成年男子B 0875964 * 清水 宏康 相模原 ヴィヴァント
成年男子B 0919514 * 手塚 達也 横 浜 RED BIB
成年男子B 0995394 * 吉田 暁洋 川 崎 富士通
成年男子B 0941285 奥村 英樹 横 浜 Team J
成年男子B 0752002 荒井 拓磨 横 浜 シュリットスキークラブ
成年男子B 0752005 村野 文彬 横 浜 RED BIB
成年男子B 0752014 ⼾祭 修平 川 崎 NRIスキー部
成年男子A 0917982 * 吉田 茂暉 横 浜 横浜スベロー会
成年男子A 0942089 * 杉本 泰輔 学 連 神奈川大学
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成年男子A 0946849 * 皆川 大弥 神奈川 葉山町
成年男子A 0958949 * 山崎 光 横 浜 RED BIB
成年男子A 0964842 * 石川 友貴 横 浜 RED BIB
成年男子A 0965144 * 石渡 健 学 連 慶應義塾大学
成年男子A 0967304 * 飯吉 航也 逗 子 ショーナンキッズ
成年男子A 0970637 * ⻘⽊ 智洋 相模原 スキークラブカメ
成年男子A 0975951 * 露⽊ 和秀 学 連 神奈川大学
成年男子A 0992966 * 星加 伊織 川 崎 ウィ︕︕ＳＣ
成年男子A 0750020 * 中井 悠斗 学 連 専修大学
成年男子A 0752001 尾崎 隼士 学 連 神奈川大学
成年男子A 0752004 吉田 幸史 横 浜 横浜市教職員
成年男子A 0752015 井口 蔵人 東 京 GSLスキークラブ
成年男子A 0752011 島村 隆矩 神奈川 仲山スキークラブ
成年男子A 0752012 武井 研斗 学 連 専修大学
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