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bib 氏　　名 所　　　属 練習 bib 氏　　名 所　　　属 練習

小学生女子小学生女子小学生女子小学生女子 女子1部女子1部女子1部女子1部

1 井手　欧佳 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ ○ 42 高橋 美月

2 三津橋　穂南 ひるがのピア 43 土居　実佐子 ski team seed ○

3 山田　亜香里 ひるがのピア マスターズ男子マスターズ男子マスターズ男子マスターズ男子

4 川端　奏海 ひるがのピア 44 石井　亮祐 KYB

5 山下　翔愛 ひるがのピア 45 佐藤　晶彦 リーゼン三田

6 川端　千聖 ひるがのピア 46 坪井　武志

7 三津橋 希良里 ひるがのピア 47 豊澤　和美 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ

8 小倉　愛花 ひるがのピア ○ 48 坂　　 年勝 カトウスキーチーム

9 山田　恭子 ひるがのピア 49 角　　 敏明 シニアRC

10 麦島　凛乃 ひるがのピア 50 平下　清次 カトウスキーチーム

11 土屋　　雪 ski team seed 51 江縁　秀利 TY・RC

小学生男子小学生男子小学生男子小学生男子 52 内田　賢司 カトウスキーチーム

12 原　　 拓実 トリイスポーツクラブ ○ 53 長屋　勝行 カトウスキーチーム

13 大屋　星羅 ひるがのピア 54 梶原　雅喜 がんばスキークラブ

14 山田　将也 田代小学校 55 田澤　幾雄

15 原　　 岳史 トリイスポーツクラブ ○ 56 菊池　幸彦 がんばスキークラブ

16 山田　史弥 ひるがのピア 57 館林　準次 TSKK

17 原　　 将隆 トリイスポーツクラブ ○ 男子2部男子2部男子2部男子2部

18 永田　伊吹 明鏡SC ○ 58 永田　裕一 愛知機械 ○

19 中屋　奈澄 ひるがのピア ○ 59 山田　昭弘 中日スキー

20 山下　翔大 ひるがのピア 60 加藤　元博 トリイスポーツクラブ

21 三津橋　央啓 ひるがのピア 61 吉川　和哉 愛知機械スキー部

22 丸田　将汰 ひるがのピア 62 田川　弘樹 トリイスポーツクラブ

23 間瀬　悠介 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ 63 落合　清一 カトウスキーチーム

24 丸田　晃輝 ひるがのピア 64 石原　　仁 トリイスポーツクラブ

25 杉本　和嶺 ski team seed ○ 65 和田　健作 ラピズーレシング

中学生女子中学生女子中学生女子中学生女子 66 福島　秀幸 明鏡SC ○

26 小岩　麻梨乃 ひるがのピア 67 甘粕　洋一 トリイスポーツクラブ

27 取井　春樹 がんばスキークラブ 68 橋詰　　透 奈良アルペン

中学生男子中学生男子中学生男子中学生男子 69 野々垣　祐司 愛知機械 ○

28 辻村　友寿 ○ 70 取井　慶輔 がんばスキークラブ

29 丸田　貴斗 ひるがのピア 71 間瀬　定政 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ

30 苅谷　駿介 明鏡SC ○ 72 新海　克治 カトウスキーチーム ○

31 相川　直哉 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ 73 河村　和亮 愛知機械 ○

32 永田　悠人 明鏡SC ○ 74 石原　竹志 トリイスポーツクラブ

女子2部女子2部女子2部女子2部 75 松本　直人 エキスパートSC

33 樋口　恵理 中日スキー 76 原　   正三 トリイスポーツクラブ ○

34 筧　 　優子 カトウスキーチーム 77 田中　亮英

35 濱島　理恵子 中京大学SR 78 山田　昭弘 中日スキー

36 須藤　康子 ちくさスキークラブ 79 谷口　俊一 明鏡SC ○

37 三吉　多恵子 カトウスキーチーム 80 入谷　　敦 カトウスキーチーム

38 取井　妃花 がんばスキークラブ 81 檜林　寿弘 ski team seed ○

39 永田　幸恵 82 土屋　裕之 ski team seed

40 土居　千恵 ski team seed ○ 男子1部男子1部男子1部男子1部

41 堀内　美穂 カトウスキーチーム 83 立松  秀平 ski team seed ○

84 藤本　和也 がんばスキークラブ

85 小出　祐司 ski team seed ○


