
女子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(01)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

(03000001) 木村 夕日 ペニソラ音楽団1011

(03000002) 細田 光希 TEAM DLWH1022

(03000003) 戒能 奈々子 中尾山GSC1033

(03000004) 小林 美桜 TEAM DLWH1044

(03000005) 窪田 日和 菅平小学校1055

(03000006) 吉川 円 八方レーシング1066

(03000007) 塩原 鈴明 TEAM DLWH1077

(03000008) 小堺 真希 高志野中学校1088

(03000009) 小林 舞桜 TEAM DLWH1099

(03000010) 納谷 世恵羅11010

(03000011) 渡辺 倭 ＩＣＩ11111

(03000012) 塩原 由奈 TEAM DLWH11212

(03000013) 若月 夕果11313

(03000014) 松本 梨乃11414

(03000015) 柴田 咲希 スクエア11515

(03000016) 稲場 新菜 魚津レーシング11616

(03000017) 深山 笑里 聖徳大付属女子中学校11717

(03000018) 若月 新11818

(03000019) 前田 茉里乃 TEAM DLWH11919

(03000020) 市川 美枝子 若葉スキークラブ12020

(03000021) 中野 頌子 本庄東高等学校12121

(03000022) 前田 知沙樹 TEAM DLWH12222

(03000023) 武島 綾香 TEAM DLWH12323

(03000024) 海野 恭子 TEAM DLWH12424

(03000025) 永田 幸恵12525
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U16男子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(02)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

(03000026) 三原 幹 菅平小学校1261

(03000027) 小川 竜司 三鷹市立第4小学校1272

(03000028) 西原 孝俊 TEAM DLWH1283

(03000029) 三原 颯 TEAM DLWH1294

(03000030) 板羽 佑樹 TEAM DLWH1305

(03000031) 関戸 誠 ファルコンレーシング1316

(03000032) 松永 光志朗 泉台アルペンスキークラブ1327

(03000033) 坂本 怜大 TEAM DLWH1338

(03000034) 古川 達也 TEAM DLWH1349

(03000035) 橋本 一貴 KSCジュニアレーシングクラブ13510

(03000036) 池田 幸大 ダイトウスキークラブ13611

(03000037) 三原 蔵 TEAM DLWH13712

(03000038) 下条 太一 菅平中学校13813

(03000039) 三原 樹 菅平中学校13914

(03000040) 鈴木 一生 慶應義塾幼稚舎14015

(03000041) 新村 龍司 菅平小学校14116

(03000042) 磯崎 新 菅平小学校14217

(03000043) 菊池 崚太 TEAM DLWH14318

(03000044) 高井 勇翔 湯の丸ジュニア14419

(03000045) 鈴木 彩生 TEAM DLWH14520

(03000046) 西村 直紀 TEAM DLWH14621

(03000047) 岡本 龍 KSCレーシング14722

(03000048) 小山 慧 菅平中学校14823

(03000049) 西村 仁志 TEAM DLWH14924
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一般男子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(03)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂ ----- -----Ｓｔ順

(03000050) 高平 功 TEAM DLWH1501

(03000051) 冨田 成俊 TTMB1512

(03000052) 三原 秀彦 TEAM DLWH1523

(03000053) 大江 健嗣 多摩市スキー連盟1534

(03000054) 納谷 太平1545

(03000055) 高見 健1556

(03000056) 市野 公也1567

(03000057) 矢野 誠 サンパーク都留GSC1578

(03000058) 猪俣 裕樹 信州大学医学部スキー部1589
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