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○オープンクラス

SAJ No 氏名 協会 所属 クラス

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

1035700 古川 さくら 神奈川 横浜市 キッズA 女子

1020030 稲葉 淳一郎 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズA 男子

7910001 川嶋 彩恵 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ キッズB 女子

7910002 樋口 凜音 東　京 上荻野小学校 キッズB 女子

1033558 望月 里紗 東　京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ キッズB 女子

7910003 中田 瑞希 東　京 市川ｷｯｽﾞｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰ キッズB 女子

7910004 小出 幸永 長　野 吉田小学校 キッズB 女子

7910005 松永 佳恋 東　京 バディスキークラブ キッズB 女子

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

7900004 滝内 朔久 東　京 ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ キッズB 男子

7900008 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 バディスキークラブ キッズB 男子

7900012 荒川 一会 東　京 Snow Earnest キッズB 男子

7900017 菊地 尚樹 東　京 バディスキークラブ 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

7900020 小島 綾真 横　浜 RED BIB キッズB 男子

1035699 古川 愛子 神奈川 横浜市 ユースK1 女子

0973491 丸山 心音 小田原 アールベルグ ユースK1 女子

7910006 黒木 美有 東　京 苗場レーシング ユースK1 女子

7900001 川嶋 佑弥 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 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

7900005 大塚 陽向 東　京 バディスキークラブ ユースK1 男子

1032978 小熊 健祐 東　京 小平第四小学校 ユースK1 男子

0996213 大村 修輝 横　浜 横浜スポーツマンクラブ ユースK1 男子

7900014 中澤 亮 東　京 聖ヨゼフ学園小学校 ユースK1 男子

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

1036754 植野 冬偉 岐　阜 平湯温泉ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ ユースK1 男子

7900029 堀田 隆一郎 東　京 石井スポーツＳＣ ユースK1 男子

7910007 金子 尚代 東　京 Snow Earnest オープン成年女子

7910008 西谷 実佳子 東　京 Snow Earnest オープン成年女子

7910009 宝山 延愛 東　京 Snow Earnest オープン成年女子

7910010 木内 萌波 東　京 Snow Earnest オープン成年女子

7910011 木村 優子 東　京 Snow Earnest オープン成年女子

7910012 西嶋 照紗 東　京 Snow Earnest オープン成年女子

7900002 金子 進太郎 逗　子 ショーナンキッズ オープン成年男子

0874455 金子 一彦 逗　子 ショーナンキッズ オープン成年男子

0115539 平野 稔和 逗　子 ショーナンキッズ オープン成年男子

7900003 難波 崇 東　京 Balance up オープン成年男子
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7900006 大森 雄介 山　梨 Balance up オープン成年男子

0099249 天野 孝洋 横　浜 横浜スノーメイツ オープン成年男子

7900010 柚木 裕明 東　京 Balance up オープン成年男子

7900011 松村 瑛一郎 東　京 Balance up オープン成年男子

7900013 藤澤 明 東　京 Balance up オープン成年男子

0967190 一木 拓哉 東　京 港スキー倶楽部 オープン成年男子

7900015 中澤 伸昭 東　京 大田区 オープン成年男子

7900016 渡邊 佳洋 横　浜 横浜スベロー会 オープン成年男子

0077390 西脇 吉次 京　都 FIRE ROSE RACING オープン成年男子

7900021 藤原 嶺馬 東　京 Snow Earnest オープン成年男子

7900022 渡邉 颯太郎 東　京 Snow Earnest オープン成年男子

7900023 藤原 剣信 東　京 Snow Earnest オープン成年男子

7900024 川村 龍太 東　京 Snow Earnest オープン成年男子

7900025 ブラウン 龍 東　京 Snow Earnest オープン成年男子

0940274 小野 誠三 東　京 Ziel Tokyo オープン成年男子

7900026 馬場 正義 東　京 Balance up オープン成年男子

0430240 庄司 哲也 静　岡 ローヤル オープン成年男子

7900027 庄司 拓馬 静　岡 ローヤル オープン成年男子

7900030 星 弘 新　潟 魚沼市 オープン成年男子
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○ポイントクラス・女子

SAJ No 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

1005175 滝内 瑠彩 東　京 東京都中体連 ユースK2 女子

03022571 菊地 優菜 東　京 バディスキークラブ ユースK2 女子

1021070 森泉 媛乃 中体連 桐蔭中教中学 ユースK2 女子

0996212 大村 瑞佳 高体連 相模女子大高校 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

1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会 ジュニア 女子

1020981 家田 理咲 高体連 慶應湘南藤沢高校 ジュニア 女子

1021702 三明 良子 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年女子C

1011732 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマン 成年女子C

0083735 貝森 智栄 横　浜 ＳＥＩスキークラブ 成年女子C

0710007 黒川 悠文 鎌　倉 三菱電機大船スキー部 成年女子B
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○ポイントクラス・男子

SAJ No 氏名 協会 所属 クラス

1000423 古川 碧 相模原 エクセルスキークラブ ユースK2 男子

1021107 中村 拓真 中体連 桐光学園中学 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

1003822 北村 優弥 逗　子 ショーナンキッズ 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

0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ ユースK2 男子

1021102 青木 寛司 中体連 桐光学園中学 ユースK2 男子

0989600 稲葉 健一郎 横　浜 BURST-YOKOHAMA ユースK2 男子

1002249 福岡 留圭 横　浜 バディースキークラブ ユースK2 男子

1002247 福岡 環 横　浜 バディースキークラブ ユースK2 男子

1002248 福岡 空 高体連 逗子高校 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

1028350 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年男子D

0110012 畑 国博 横　浜 横浜スベロー会 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

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

0068612 上田 和宏 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子D

0905030 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子D

0017843 永島 正時 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子D

0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ESDスキークラブ 成年男子D

1011731 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマン 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

1005117 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会 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

0040009 香川 慎一郎 横　浜 ユーベルスキークラブ 成年男子D

0023987 貝森 善春 横　浜 ＳＥＩスキークラブ 成年男子D

0700007 川嶋 克幸 神奈川 篠原ジュニアレーシング 成年男子C

0983095 佐藤 洋文 横　浜 K-power 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

0999973 佐藤 一道 横　浜 横浜市役所スキー部 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

1021701 三明 拓也 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年男子C

0152043 小島 敏計 群　馬 Balance up 成年男子C

0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ 成年男子C

0946702 小泉 奏一郎 横　浜 横浜スベロー会 成年男子C

7900019 家田 吉成 横　浜 RED BIB 成年男子C

1012043 世良 雄一郎 川　崎 MOTION 成年男子C

0700011 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ 成年男子B

3018944 戸祭 修平 神奈川 川崎市 成年男子B

0903750 植田 義人 横　浜 横浜スベロー会 成年男子B

7900009 植竹 令 栃　木 Balance up 成年男子B

7900028 大出 友晴 茨　城 三郷市スキー連盟 成年男子B

0700006 吉田 幸史 横　浜 横浜市教職員 成年男子A
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