
学年

女子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(01)

氏 名 所 属 名ﾎﾟｲﾝﾄＢｉｂＳｔ順 受付NO

(15710) 前田 茉里乃 TEAMDLWH2011 095

(70039) 清水 小百合 TEAM DLWH2022 097

(70051) 武島 綾香 TEAM DLWH2033 096

(21719) 阪田 梨花子 エコーバレーレーシング2044 099

(13071) 前田 知沙樹 TEAMDLWH2055 094

(70052) 清水 千桜乃 TEAM DLWH2066 098

(21041) 横内 真晴 白樺湖ロイヤルヒルジュニア2077 044

(08008) 市川 美枝子 若葉スキークラブ2088 001

(14919) 若月 新 柏原小学校2099 005

(14923) 若月 夕果 柏原小学校21010 006

(12086) 島根 咲 トムテスキークラブ21111 002

(21133) 深山 笑里 吉川三輪野江小21212 003

(15358) 山本 榛奈 山ノ内中学校21313 052

(22385) 中野 頌子 深谷パラレルスキークラブ21414 055

(12217) 嶋田 晴夏 トムテスキークラブ21515 018

(70010) 加賀谷 奈々 筑波大学医学スキー部21616 059

(21022) 吉川 円香 塩尻東小学校21717 004

(21187) 中島 聖生 表参道21818 009

(21189) 中島 翠生 表参道21919 019

(15912) 難波 遠望 SamuraiRacers22020 007

(70011) 海野 恭子 TEAM DLWH22121 060

(17602) 難波 容子 白馬五竜レーシングアカデミー22222 008

(15337) 清水 愛美 JFAMILIARACING22323 013

(70009) 荻津 遥 水戸Jrスキークラブ22424 051

(21039) 奥田 英子 石川県マスターズ22525 061

(17604) 石塚 凜 手代木南小学校22626 010

(17605) 石塚 結 手代木南小学校22727 011

(18348) 市村 桃子 長野原ｽｷｰｸﾗﾌﾞ22828 014

(15334) 小出 姫凛 山田温泉少年スキークラブ22929 053

(22836) 木村 夕日 きむちゃん23030 012

(21239) 齊藤 陽向 白樺高原ジュニアスキークラブ23131 015

(14366) 杉山 文袈 前橋市立鎌倉中学校23232 017

(21152) 太田 慧南 日進北小学校23333 016

(70012) 堀内 佑香 JR東日本長野23434 062

(21058) 加藤 悠花 菅平小23535 045

(10025) 堀田 璃苑 OHYAMAスポーツクラブ23636 054

(70013) 中谷 順子 スノースケープ23737 063

(12163) 向山 由美子 無所属23838 064

(70014) 永田 幸恵 無所属23939 065

(15804) 平井 若菜 群馬大学教育学部附属小24040 040

(15803) 平井 綾乃 群馬大教育学部附属中24141 056

(70038) 和田 知穂 POC戦隊！スベルンジャー24242 066

(13911) 藤間 藍 開智学園24343 046
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学年

男子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(02)

氏 名 所 属 名ﾎﾟｲﾝﾄＢｉｂＳｔ順 受付NO

(70053) 山本 尚 ＴＥＡＭ ＤＬＷＨ2511 100

(19197) 久保田 拓 スノーバスターズ2522 057

(19744) 河上 雄大 南小岩小学校2533 033

(21990) 嶋 海渡 長野市スキースポーツ少年団2544 022

(13129) 田続 渉 HOP2555 020

(13130) 田続 陸 HOP2566 021

(16855) 小山 慧 菅平小学校2577 023

(10764) 澤部 慧 ＥＶＥＲＫＩＤＳ2588 024

(21160) 鈴木 彩生 リベルタスキークラブ2599 041

(21030) 関戸 誠 ファルコン26010 101

(19232) 小柳 一葉 スノーバスター26111 047

(70041) 山本 耕 MS Racing26212 067

(14362) 塩入 資 JFSC26313 025

(70042) 滝澤 竜太郎 筑波大学医学スキー部26414 068

(21188) 中島 世生 表参道26515 028

(17880) 佐藤 哲郎 軽井沢中部小学校26616 102

(70043) 英 忍 マチレス26717 069

(20605) 三原 蔵 clubeｎａｖｅ26818 042

(70044) 三原 秀彦 クラブネーヴェ26919 070

(70020) 武井 英夫 MRC27020 071

(19758) 市村 柊人 長野原ｽｷｰｸﾗﾌﾞ27121 034

(23502) 新村 龍司 菅平小学校27222 026

(15590) 岡本 龍 KSCJr.RacingClub27323 027

(18723) 田中 将吾 .27424 029

(03706) 金光 勝紀 日立化成桜川日立会スキー部27525 035

(21045) 高野 宏太 山梨大学医学部スキー部27626 030

(23534) 村椿 太一 魚津レーシング27727 031

(21904) 飯田 凛太郎27828 037

(06348) 山口 涼平 白樺湖ロイヤルヒルジュニアクラ27929 058

(70022) 大江 健嗣 多摩市スキー連盟28030 072

(19583) 宮坂 岳志 白樺湖ロイヤルヒルジュニアクラ28131 032

(19581) 小池 泰山 駒ヶ根スキークラブジュニア28232 036

(70023) 田部 訓英 日立製作所水戸スキー部28333 073

(70024) 穂高 栄司 JR東日本長野28434 074

(70025) 水野 瞬 JR東日本長野28535 075

(21057) 宮澤 和希 菅平小28636 048

(70026) 加藤 俊紀 日本大学豊山高等学校28737 076

(70046) 大前 徹 B-RIDE28838 081

(22370) 河野 正清 アルペン28939 077

(70045) 鈴木 一朗 小平市スキー連盟29040 078

(70027) 所 明広 日大豊山高等学校29141 079

(70029) 中島 希代彦 JR東日本東京29242 082

(70028) 柳沼 隼彦 日本大学豊山高校スキー部29343 080

(70047) 堀 浩人 無所属29444 083

(70031) 遠藤 辰朗 無所属29545 085

(70030) 遠藤 太郎 無所属29646 084

(21715) 原 悠太 エコーバレーレーシング29747 049

(16452) 林 陽平 川上スキークラブ29848 050

(70048) 山内 泰介 エプソンSC29949 086

(20546) 三原 幹 バディスポーツ幼児園30050 038
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学年

男子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(02)

氏 名 所 属 名ﾎﾟｲﾝﾄＢｉｂＳｔ順 受付NO

(70049) 坂内 友岳 ディップススキークラブ30151 089

(70032) 佐竹 伸之 無所属30252 087

(70050) 中西 宏爾 無所属30353 091

(70033) 中村 陸人 日本大学豊山高校30454 088

(19263) 三原 樹 和光鶴川小学校30555 043

(70036) 山本 浩也 富士市スキー協会30656 090

(70037) 加藤 健士朗 POC戦隊！スベルンジャー30757 092

(17630) 宮脇 駿 白樺高原ジュニアスキークラブ30858 103

(19851) 宮脇 瞭 白樺高原ジュニアスキークラブ30959 039

(11205) 和田 健作 ラピズレーシング31060 093
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