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競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

0790016 北村 葵 長　野 ＴＫＤ８８１ 未就学児 女子

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

0790005 松田 菜々子 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズＡ 女子

0790002 川嶋 彩恵 神奈川 篠原ジュニアレーシング キッズＢ 女子

1039449 佐野 志帆子 逗　子 ショーナンキッズ キッズＢ 女子

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

1011321 新海 理帆 横　浜 バディスキークラブ キッズＢ 女子

0790012 藍澤 舞衣 神奈川 横浜市 キッズＢ 女子

1044049 正木 咲空 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎 キッズＢ 女子

0790001 川嶋 良和 神奈川 篠原ジュニアレーシング キッズＡ 男子

1007407 恩田 千瑛 相模原 スキークラブ・カメ キッズＡ 男子

0790006 小柏 孝太 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズＡ 男子

0790007 漆畑 亘星 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズＡ 男子

0790008 松田 聡一郎 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズＡ 男子

0790009 酒田 一輝 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズＡ 男子

1036478 西岡 虎以 横　浜 K-Power キッズＡ 男子

1012033 福田 蓮登 相模原 アガペスキークラブ キッズＢ 男子

0790015 北村 慶 長　野 ＴＫＤ８８１ キッズＢ 男子

0790018 稲葉 淳一郎 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズＢ 男子

0973491 丸山 心音 小田原 アールベルグスキークラブ ユースＫ１ 女子

1005123 原 美空乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA ユースＫ１ 女子

0790004 樋口 凜音 東　京 カンダハートライブジュニア ユースＫ１ 女子

1009807 渡邉 美裕 中体連 法政大学第二中学 ユースＫ２ 女子

1010243 瀬戸山 実咲 逗　子 ショーナンキッズ ユースＫ２ 女子

1011730 加藤 レイネ 横　浜 横浜スポーツマン ユースＫ２ 女子

1021308 山岸 千紗 横　浜 K-Power ユースＫ２ 女子

1031083 飯田 理津子 中体連 法政大学第二中学 ユースＫ２ 女子

1039145 弦巻 佳夢 逗　子 ショーナンキッズ ユースＫ２ 女子

1040575 平井 碧 厚　木 ソニー厚木ＳＣ ユースＫ２ 女子

0014409 伊藤 康代 東　京 maximum 成年女子Ｂ

0127109 森川 順子 川　崎 富士通スキー部 成年女子Ｂ

0946902 原 杏沙花 横　浜 K-LINE SKI CLUB 成年女子Ｂ

1011732 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマン 成年女子Ｂ

1021702 三明 良子 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年女子Ｂ

1029069 吉田 祥子 横　浜 K-LINE SKI CLUB 成年女子Ｂ

1029314 黒川 悠文 鎌　倉 三菱電機大船スキー部 成年女子Ｂ

0710003 滝田 怜奈 学　連 秋田大学競技スキー部 成年女子A
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0949088 長澤 美季 神奈川 厚木市 成年女子A

0975978 矢吹 沙梨 学　連 立教大学 成年女子A

1010804 川井 多瑛 横　浜 K-Power 成年女子A

0963401 瀬戸山 愛 高体連 相模女子大高校 少年女子

0996212 大村 瑞佳 高体連 相模女子大高校 少年女子

0998377 鈴木 彩音 高体連 法政第二高校 少年女子

0998379 髙橋 沙英 高体連 法政第二高校 少年女子

1005111 西川 愛蘭 高体連 法政第二高校 少年女子

1007282 田口 真帆 神奈川 日本大学鶴ケ丘高校 少年女子

1010856 高嶋 瞳 高体連 法政第二高校 少年女子

1010863 余郷 惟 高体連 桐光学園高校 少年女子

1013330 森 きなり 神奈川 日本大学鶴ケ丘高校 少年女子

1020981 家田 理咲 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年女子

1021066 笹本 莉央 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年女子

1021070 森泉 媛乃 中体連 桐蔭中教中学 少年女子

1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会 少年女子

1032308 杉山 千和 高体連 相模女子大高校 少年女子

1032310 三枝 優季 高体連 相模女子大高校 少年女子

1032312 大澤 凜花 高体連 相模女子大高校 少年女子

1032745 小要 かれん 高体連 日本女子大学附属高校 少年女子

1039105 樋口 七海 高体連 法政第二高校 少年女子

1039274 原 聖奈 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年女子

1039281 金子 華理 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年女子

1040115 山本 知穂 高体連 相模女子大高校 少年女子

1040117 山田 心春 高体連 相模女子大高校 少年女子

1040119 青木 詩乃 高体連 相模女子大高校 少年女子

3018963 関本 美汐 神奈川 横浜市 少年女子

3019129 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校 少年女子

3021365 山岸 佳歩 高体連 光陵高校 少年女子

3024318 貝原 萌衣 高体連 桐蔭学園高校 少年女子

0790014 伊藤 かえで 神奈川 南足柄市 少年女子

1005125 森川 海斗 横　浜 BURST-YOKOHAMA ユースＫ１ 男子

1005128 田中 遼介 横　浜 バディスキークラブ ユースＫ１ 男子

1043023 正木 駿 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎 ユースＫ１ 男子

1043618 弦巻 魁良 横　浜 K-Power ユースＫ１ 男子

1044201 高橋 知也 相模原 スキークラブ・カメ ユースＫ１ 男子

3024353 中村 心乃助 逗　子 ショーナンキッズ ユースＫ１ 男子

3025182 田代 雅紋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎 ユースＫ１ 男子

0790003 吉田 拓真 藤　沢 藤沢スキークラブ ユースＫ１ 男子

0790010 田中 奏多 熊　本 ジュニアアルペン熊本 ユースＫ１ 男子
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0996213 大村 修輝 横　浜 横浜スポーツマンクラブ ユースＫ２ 男子

1002247 福岡 環 横　浜 バディスキークラブ ユースＫ２ 男子

1006465 前田 航 中体連 桐蔭中教中学 ユースＫ２ 男子

1032163 新井 翔 中体連 桐光学園中学 ユースＫ２ 男子

1040352 佐野 太一 中体連 関東学院六浦中学 ユースＫ２ 男子

1041108 渡辺 大翔 逗　子 ショーナンキッズ ユースＫ２ 男子

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

0014987 伊藤 裕行 東　京 maximum 成年男子Ｃ

0017843 永島 正時 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子Ｃ

0023026 河口 紘太朗 横　浜 K-LINE SKI CLUB 成年男子Ｃ

0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 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

0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ESDスキークラブ 成年男子Ｃ

0110012 畑 国博 横　浜 横浜スベロー会 成年男子Ｃ

0131697 関 俊哉 横　浜 日立ソリューションズ 成年男子Ｃ

0480678 岡本 晋二郎 厚　木 スノーフレイクスＳＣ 成年男子Ｃ

0700002 川嶋 克幸 神奈川 篠原ジュニアレーシング 成年男子Ｃ

0700006 喜多 敦 神奈川 横浜市 成年男子Ｃ

0700013 阿良田 康浩 東　京 足立区 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

0875964 清水 宏康 相模原 ヴィヴァントＳＣ 成年男子Ｃ

0889275 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ 成年男子Ｃ

0893308 青柳 孝行 横　浜 横浜スベロー会 成年男子Ｃ

0903750 植田 義人 横　浜 横浜スベロー会 成年男子Ｃ

0905030 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子Ｃ

0914372 鈴木 秀則 藤　沢 シルバースパーク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

0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子Ｃ

0917227 今村 郁男 足　柄 テルモ湘南ｾﾝﾀｰｽｷｰ部 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 三菱ふそうスキー部 成年男子Ｃ

0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ 成年男子Ｃ

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

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

0996641 日下部 潔 川　崎 川崎スキークラブ 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

1010246 伊藤 敦 横　浜 ユーベルスキークラブ 成年男子Ｃ

1011729 加藤 順一 横　浜 横浜スポーツマン 成年男子Ｃ
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1011731 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマン 成年男子Ｃ

1012043 世良 雄一郎 川　崎 MOTION 成年男子Ｃ

1020283 鈴木 裕介 横　浜 K-LINE SKI CLUB 成年男子Ｃ

1020668 川嶋 一誠 横　浜 K-LINE SKI CLUB 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

1044186 家田 吉成 横　浜 RED BIB 成年男子Ｃ

3001616 国峰 昇 神奈川 横浜市 成年男子Ｃ

0790013 宮脇 聡 神奈川 横浜市 成年男子Ｃ

0700003 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ 成年男子Ｂ

0931585 村野 文彬 横　浜 RED BIB 成年男子Ｂ

0939689 黒川 正人 鎌　倉 三菱電機鎌倉ＳＣ 成年男子Ｂ

0995612 加藤 悠 横　浜 ハマスキークラブ 成年男子Ｂ

1011349 関 直道 横　浜 フェスクスキークラブ 成年男子Ｂ

3018944 戸祭 修平 神奈川 川崎市 成年男子Ｂ

0942090 杉本 啓典 学　連 神奈川大学 成年男子Ａ

0963408 坂本 嵐士 横　浜 K-Power 成年男子Ａ

0964925 山田 大雅 学　連 慶應義塾體育會スキー部 成年男子Ａ

0967936 村越 公平 神奈川 大和市 成年男子Ａ

1033017 市川 貴道 学　連 金沢大学体育会ｽｷｰ部 成年男子Ａ

1039453 内村 陽太 横　浜 フェスクスキークラブ 成年男子Ａ

3018222 星加 伊織 川　崎 ウィ！！スキークラブ 成年男子Ａ

0790011 青木 佑介 神奈川 横浜市 成年男子Ａ

0983096 水野 秀春 高体連 クラーク厚木高校 少年男子

0983415 高本 大地 高体連 法政第二高校 少年男子

0994198 木幡 海斗 高体連 法政第二高校 少年男子

0994199 木幡 岳斗 高体連 法政第二高校 少年男子

0994690 蛭川 恒 高体連 慶應義塾高校 少年男子

0994827 富田 雄大 高体連 桐蔭学園高校 少年男子

0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ 少年男子

0999000 佐藤 大介 川　崎 ZERO. 1 JR 少年男子

1000423 古川 碧 相模原 エクセルスキークラブ 少年男子

1002249 福岡 留圭 高体連 関東学院六浦高等学校 少年男子

1003822 北村 優弥 逗　子 ショーナンキッズ 少年男子

1005103 大平 陽介 高体連 法政第二高校 少年男子

1005107 髙橋 門土 高体連 法政第二高校 少年男子

1010850 岩本 和眞 高体連 桐蔭中教高校 少年男子

1010855 髙岡 雄一郎 高体連 桐光学園高校 少年男子

1010861 矢口 琢麿 高体連 桐蔭学園高校 少年男子

1011317 坂本 良太 横　浜 K-Power 少年男子

1013295 中村 悠真 横　浜 横浜ペガサスＳＣ 少年男子
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1020606 西 大成 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1021072 岡本 拓巳 中体連 桐蔭中教中学 少年男子

1021075 石井 幸輝 中体連 桐光学園中学 少年男子

1021102 青木 寛司 中体連 桐光学園中学 少年男子

1021107 中村 拓真 中体連 桐光学園中学 少年男子

1032433 小野木 凌太 高体連 桐光学園高校 少年男子

1033763 戸松 裕哉 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1033764 油谷 翼 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1033765 牛丸 龍之助 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1033766 黒澤 響貴 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1033767 強口 慧一郎 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1033768 牛島 奏介 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1033771 栗山 航平 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1035626 大橋 知輝 高体連 桐蔭学園高校 少年男子

1035932 塚田 悠生 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年男子

1036001 永藤 久貴 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1036081 大野 弘幹 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1039106 笹野 海志 高体連 法政第二高校 少年男子

1039111 石本 圭 高体連 法政第二高校 少年男子

1039220 河村 竜一郎 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1039221 手塚 士惟 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1039224 伊藤 誓太 高体連 慶應義塾高校 少年男子

1039266 安藤 武蔵 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年男子

1039267 糸長 優矢 高体連 慶應湘南藤沢高校 少年男子

1040463 橋元 凜人 中体連 法政大学第二中学 少年男子
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