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小学生女子 男子３部

1 古市　雫 ﾌﾙｲﾁｼｽﾞｸ 明鏡SC ○ 32 鈴木　秀和 ｽｽﾞｷ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知学校ｽｷｰ協議会 ○

2 金澤　優里菜 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕﾘﾅ ○ 33 池浦　成明 ｲｹｳﾗ ｼｹﾞｱｷ

3 稲熊　日向子 ｲﾅｸﾞﾏ　ﾋﾅｺ S.A.C. ○ 34 河村　和亮 ｶﾜﾑﾗ　ｶｽﾞｱｷ 愛知機械SC

小学生男子 35 大城　浩二 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ 結構さる軍団 ○

4 杉本　悠希 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾊﾙｷ S.A.C. ○ 36 長谷川　仁 ハセガワ　ヒトシ きりん

5 佐藤　和正 ｻﾄｳ　ｶｽﾞﾏｻ 名古屋市立大高北小学校 ○ 37 梅原　英司 ｳﾒﾊﾗ　ｴｲｼﾞ SKI TEAM SEED ○

6 福島　幸久 ﾌｸｼﾏﾕｷﾋｻ 明鏡SC ○ 38 落合　清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ ｶﾄｳｽｷｰ ○

7 杉本　凛太朗 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾘﾝﾀﾛｳ S.A.C. ○ 39 中本　正文 ナカモト　マサフミ がんばSC

8 林　愛流 ﾊﾔｼ　ｱｲﾙ 川上ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ○ 40 服部　寛 ハットリ　ヒロシ きりん

9 前原　吉貴 ﾏｴﾊﾗﾖｼｷ S.A.C. ○ 41 加藤　元博 ｶﾄｳ　ﾓﾄﾋﾛ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

女子２部 42 久保　正規 クボ　マサキ フレンドリーSC

10 須藤　康子 スドウ　ミチコ リベルテSC 43 今泉　強 ｲﾏｲｽﾞﾐ　ﾂﾖｼ

11 池浦　智恵美 ｲｹｳﾗ　ﾁｴﾐ 44 広政　貴之 ﾋﾛﾏｻ　ﾀｶﾕｷ ﾌｪｲｷｰｽﾞ ○

12 神谷　久美子 カミヤ　クミコ きりん 45 森田　耕二 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ ｱｲｼﾝ精機SC ○

13 久保　裕子 クボ　ユウコ フレンドリーSC 46 西峯　正 ﾆｼﾐﾈ　ﾀﾀﾞｼ MUGIｼｰﾊﾞ ○

14 広政　恵美子 ﾋﾛﾏｻ ｴﾐｺ ﾌｪｲｷｰｽﾞ ○ 47 江下　勝 ｴｼﾀ ﾏｻﾙ ○

15 筧　優子 ｶｹﾋ ﾕｳｺ ｶﾄｳｽｷｰ ○ 48 北川　裕康 ｷﾀｶﾞﾜ　ﾋﾛﾔｽ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ○

16 澤田　令子 サワダ　レイコ カトウSC 49 磯貝　宜伸 イソガイ　ヨシノブ リベルテＳＣ

男子ﾏｽﾀｰｽﾞの部 50 松原　直明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵｱｷ ○

17 奥田　点 オクダ　トモル アイシンAW 51 田川　弘樹 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ○

18 曽我部　誠次郎 ソガベ　セイジロウ 52 若園　博行 ﾜｶｿﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 結構さる軍団 ○

19 梶原　雅喜 カジワラ　マサキ がんばSC 男子２部

20 古川　雅彬 ﾌﾙｶﾜ　ﾏｻｱｷ とぼね ○ 53 鬼頭　直也 ｷﾄｳ　ﾅｵﾔ TEAM SEAD

21 引間　知明 ヒキマ　トモアキ 女子１部

22 佐藤　晶彦 ｻﾄｳ ｱｷﾋｺ 三田ﾘｰｾﾞﾝ ○ 54 近藤　幸実 ｺﾝﾄﾞｳ　ｺｳﾐ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ○

23 宇田　拓也 ｳﾀﾞ ﾀｸﾔ 結構さる軍団 ○ 中学生女子の部

24 上野　淳一 ｳｴﾉ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 能都町ｼﾙﾊﾞｰﾄﾗｲ 55 鈴木　優和 ｽｽﾞｷ　ﾕﾅ ○

25 大矢　巧 ｵｵﾔ ﾀｸﾐ 56 福島　幸歩 ﾌｸｼﾏｻﾁﾎ 明鏡SC ○

26 館林　準次 タテバヤシ　ジュンジ TSKK 57 横井　彩葉 ﾖｺｲｲﾛﾊ 明鏡SC ○

27 長谷川　勝 ハセガワ　マサル 58 榊原　茅乃 ｻｶｷﾊﾞﾗｶﾔﾉ 明鏡SC ○

28 村田　栄 ムラタ　サカエ 中学生男子の部

29 江渕　秀利 エブチ　ヒデトシ RID 59 山本 樹 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀﾂｷ 明鏡SC ○

30 成田　努 ナリタ　ツトム 男子１部

31 坂　年勝 ﾊﾞﾝ ﾄｼｶﾂ カトウSC 60 佐橋　滉大 ｻﾊｼ　ｺｳﾀﾞｲ SEED SKI TEAM ○

61 池浦　快哉 ｲｹｳﾗ ｶｲﾔ
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