
U16女子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(01)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂＳｔ順 受付NO

(03000001) 中島翠生 苗場スキースクール1011 001

(03000002) 木村夕日 ペニソラ音楽団1022 002

(03000003) 窪田日和 菅平小学校1033 003

(03000004) 若月夕果 黒姫ジュニア1044 004

(03000005) 大屋ジェシカ TEAM DLWH1055 005

(03000006) 前田茉里乃 TEAM DLWH1066 006

(03000007) 稲場新菜 魚津レーシング1077 007

(03000008) 中島聖生 苗場スキースクール1088 008

(03000009) 若月新 黒姫ジュニア1099 009

(03000010) 宮澤莉央 南牧Jr.11010 010

(03000011) 清水イオリ インターラーケンスポーツアカデ11111 011

(03000012) 柴田咲希 高萩市スキークラブ11212 012

(03000013) 小堺真希 宇奈月ジュニア11313 013

(03000014) 武島綾香 TEAM DLWH11414 014

(03000015) 前田知沙樹 TEAM DLWH11515 015

(03000016) 石塚詩野 福井中学11616 016

(03000017) 篠原柚里奈 長野原スキークラブ11717 017

(03000018) 市村桃子 長野原スキークラブ11818 018

(03000019) 小島愛珠香 菅平中学校11919 019

(03000020) 新村莉音 菅平アルペンスキーチーム12020 020

(03000021) 石塚凛 アクセルスキーシステム12121 021

(03000022) 深山笑里 聖徳大学付属女子中学校12222 022

(03000023) 藤間藍 開智学園総合部12323 023
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U16男子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(02)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂＳｔ順 受付NO

(03000024) 古川達也 バディスキークラブ1301 024

(03000025) 坂本怜大 バディスキークラブ1312 025

(03000026) 三原颯 club neve1323 026

(03000027) 栗橋優輔1334 027

(03000028) 松本周大 バディスキークラブ1345 028

(03000029) 中村和実 沼田スキークラブ1356 029

(03000030) 山田紘淳 スノーバスターズ1367 030

(03000031) 松木良正 TEAM DLWH1378 031

(03000032) 石塚航史郎 勝山ジュニアレーシング1389 032

(03000033) 中島世生 苗場スキースクール13910 033

(03000034) 三原蔵 club neve14011 034

(03000035) 鈴木一生 慶應義塾幼稚舎14112 035

(03000036) 召田績技 長野市スキースポーツ少年団14213 036

(03000037) 市村柊人 長野原スキークラブ14314 037

(03000038) 黒岩俊甫 高山小学校14415 038

(03000039) 中村拓幹 沼田スキークラブ14516 039

(03000040) 清水清隆 TEAM DLWH14617 040

(03000041) 山本尚 TEAM DLWH14718 041

(03000042) 大島隼人 TEAM DLWH14819 042

(03000043) 鈴木彩生 TEAM DLWH14920 043

(03000044) 菊地崚太 TEAM DLWH15021 044

(03000045) 中西智礼15122 045

(03000046) 小山慧 菅平中学校15223 046

(03000047) 村椿太一 魚津レーシング15324 047

(03000048) 岡本龍 K.S.C15425 048

(03000049) 宮澤和希 菅平中学校15526 049

(03000050) 橋本一貴 K.S.Cジュニアレーシングクラブ15627 050

(03000051) 田中一輝 TEAM DLWH15728 051

(03000052) 辻村友寿15829 052
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一般女子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(03)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂＳｔ順 受付NO

(03000053) 市川美枝子 若葉スキークラブ1601 053

(03000054) 後藤彩子 MCSC1612 054

(03000055) 武井久子 Team BtoZ1623 055

(03000056) 海野恭子 TEAM DLWH1634 056
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一般男子 【 回転(ＳＬ) 】 * スタート順 *(04)

氏 名 所 属 名SAJSLＢｉｂＳｔ順 受付NO

(03000057) 栗林一成 BtoZ1701 057

(03000058) 武井克己 Team BtoZ1712 058

(03000059) 堀浩人1723 059

(03000060) 弾塚正弘1734 060

(03000061) 福嶋剛 BtoZ1745 061

(03000062) 山内泰介 エプソンSC1756 062

(03000063) 谷正安1767 063

(03000064) 水野瞬 JR東日本1778 064

(03000065) 山本仁 TEAM DLWH1789 065
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