
※クラス順SAJ No.順（スタートリストではありません） 2022年3月25日

○オープンクラス

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

7910003 山口 留波 神奈川 バディスポーツ幼児園 未就学児（女子）

7910005 中田 彩良 千　葉 市川キッズスノーアカデミー 未就学児（女子）

1031467 田中 月乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズA（女子）

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

7910009 関川 寧桜 東　京 ICI石井スキークラブ キッズA（女子）

7910002 川嶋 彩恵 神奈川 篠原ジュニアレーシング キッズB（女子）

7910004 村山 恵吏加 東　京 ICI石井スキークラブ キッズB（女子）

0973491 丸山 心音 小田原 アールベルグ ユースK1（女子）

1036347 岡田 桃佳 北海道 Balance up ユースK1（女子）

1044170 中田 瑞希 千　葉 市川キッズスノーアカデミー ユースK1（女子）

7910006 宮澤 伶菜 東　京 文京区林町小学校 ユースK1（女子）

7910008 関川 翠桜 東　京 ICI石井スキークラブ ユースK1（女子）

3014697 平野 沙織 逗　子 ショーナンキッズ オープン成年女子

7910007 宝山 延愛 学　連 玉川大学 オープン成年女子

1044868 恩田 昊周 相模原 スキークラブ・カメ 未就学児（男子）

7900005 石垣 吉康 神奈川 ＵＳＲ 未就学児（男子）

7900007 小原 光貴 神奈川 バディスポーツ幼児園 未就学児（男子）

7900031 小島 徹也 横　浜 RED BIB 未就学児（男子）

1007407 恩田 千瑛 相模原 スキークラブ・カメ キッズA（男子）

1033929 長嵐 由晟 東　京 バディスキークラブ キッズA（男子）

1036478 西岡 虎以 横　浜 K-Power キッズA（男子）

1041890 酒田 一輝 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズA（男子）

1045957 荒瀬 翔大 東　京 Ziel Tokyo キッズA（男子）

7900006 岡本 潤 神奈川 Balance up キッズA（男子）

7900030 小島 永大 横　浜 RED BIB キッズA（男子）

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

7900019 坂井 鉄生 福　井 勝山レーシング キッズB（男子）

7900027 林 璃旺 愛　知 Racing - H キッズB（男子）

7900029 小島 綾真 横　浜 RED BIB キッズB（男子）

7900034 畑下 真之介 福　井 勝山ジュニアスキーレーシング キッズB（男子）

0999980 山口 礼恩 横　浜 BURST-YOKOHAMA 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）

1026511 藤井 房之介 埼　玉 熊谷西小学校 ユースK1（男子）

1035398 川嶋 佑弥 神奈川 篠原ジュニアレーシング ユースK1（男子）

1044047 田代 雅紋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ケ崎 ユースK1（男子）

7900008 吉田 拓真 藤　沢 横浜国立大学附属鎌倉小学校 ユースK1（男子）

7900012 村山 雄飛 東　京 ICI石井スキークラブ ユースK1（男子）

7900036 中澤 亮 東　京 聖ヨゼフ学園小学校 ユースK1（男子）

0101060 人見 俊一郎 川　崎 ＪＦＥスチール 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

0874455 金子 一彦 逗　子 ショーナンキッズ オープン成年男子

1036704 河村 弘隆 東　京 日立ソリューションズアルペンスキー部 オープン成年男子

7900002 大森 雄介 山　梨 Balance up オープン成年男子

7900003 成瀬 龍一 横　浜 横浜スベロー会 オープン成年男子

7900004 難波 崇 東　京 港区 オープン成年男子
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7900013 藤澤 明 埼　玉 Balance up オープン成年男子

7900016 高峰 康 東　京 チーム椎名町 オープン成年男子

7900017 渡邊 佳洋 横　浜 横浜スベロー会 オープン成年男子

7900024 保田 朋秀 神奈川 ゴジラ滑降隊 オープン成年男子

7900025 保田 夢斗 神奈川 ゴジラ滑降隊 オープン成年男子

7900026 林 達彦 愛　知 Racing - H オープン成年男子

7900032 藤原 嶺馬 学　連 日本大学 オープン成年男子

7900035 中澤 伸昭 東　京 大田区 オープン成年男子
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0039350 西嶋 照紗 逗　子 ショーナンキッズ 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）

1011730 加藤 レイネ 横　浜 横浜スポーツマン 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）

3019129 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校 ユースK2（女子）

1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会 ジュニア（女子）

3024318 貝原 萌衣 高体連 桐蔭学園高校 ジュニア（女子）

0048250 世良 利香 川　崎 富士通スキー部 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

1029314 黒川 悠文 鎌　倉 三菱電機大船スキー部 成年女子B

0981302 太田 慧南 埼　玉 川越レーシングスキークラブ 成年女子A

7910001 立野 里佳 東　京 ディップススキークラブ 成年女子A
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0994830 山口 礼夢 横　浜 BURST-YOKOHAMA ユースK2（男子）

0996213 大村 修輝 横　浜 横浜スポーツマンクラブ 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）

1006465 前田 航 中体連 桐蔭中教中学 ユースK2（男子）

1013295 中村 悠真 横　浜 横浜ペガサスＳＣ 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）

1021107 中村 拓真 中体連 桐光学園中学 ユースK2（男子）

1035847 庄司 拓馬 静　岡 裾野市 ユースK2（男子）

1042598 淺子 慧太朗 川　崎 ウィ！！スキークラブ ユースK2（男子）

7900022 大塚 陽向 東　京 世田谷区立千歳中学校 ユースK2（男子）

7900033 畑下 悠真 福　井 勝山ジュニアスキーレーシング ユースK2（男子）

1010860 正西 賢将 高体連 桐蔭学園高校 ジュニア（男子）

0017843 永島 正時 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子D

0033216 近藤 浩道 相模原 スキークラブ・カメ 成年男子D

0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所 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

0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ESD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

0445225 梶田 素光 愛　知 アポプレキシアＳＴ 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

0905030 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子D

0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子D

0948034 高野 拓也 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子D

0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川スキー部 成年男子D

0973338 山口 元章 大　阪 ＩＢＳ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

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

1005117 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会 成年男子D

1005119 早川 英明 横　浜 横浜スベロー会 成年男子D

1011729 加藤 順一 横　浜 横浜スポーツマンクラブ 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

1028350 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年男子D

7900001 柚木 裕明 埼　玉 チームラッシュ 成年男子D

7900010 馬場 正義 神奈川 横浜市 成年男子D

7900011 丹 正彦 神奈川 横浜市 成年男子D

0430240 庄司 哲也 静　岡 ローヤル 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

0915175 岡田 千臣 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

0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子C

0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ 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

1005120 三浦 崇二郎 横　浜 横浜スベロー会 成年男子C

1012043 世良 雄一郎 川　崎 MOTION 成年男子C
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0700003 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ 成年男子B

0700013 阿良田 康浩 東　京 足立区 成年男子B

3018944 戸祭 修平 神奈川 川崎市 成年男子B

7900014 松澤 隼人 神奈川 藤沢市 成年男子B

7900020 一木 拓哉 東　京 港スキー倶楽部 成年男子B

0301821 栂野 僚 神奈川 慶應ラシャールＳＣ 成年男子A

7900009 松村 瑛一郎 神奈川 横浜市 成年男子A

7900015 三久保 圭浩 学　連 神奈川大学体育会スキー部 成年男子A

7900018 高峰 悠 東　京 慶應義塾大学ラ・シャール 成年男子A

7900023 木村 嘉秀 横　浜 クラブ・ド・ネージュ 成年男子A
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