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小学生女子 男子3部

1 坪井　椎 ツボイ　シイ アッフェヒダジュニア 42 西峯　正 ニシミネ　タダシ MUGIシーバ

2 西田　尚未 ニシダ　ナオミ 43 石原　竹志 イシハラ　タケシ トリイスポーツクラブ

小学生男子 44 千葉　丈雄 チバ タケオ MSレーシング

3 西木場　海人 ニシコバ　カイト 45 林　英明 ハヤシ　ヒデアキ スノウプラウ 19

4 西木場　颯人 ニシコバ　ハヤト 46 早川　信明 ハヤカワ ノブアキ シェーレンクラブ

5 吉田　倖涼 ヨシダ　コウスケ チームスカイ 47 佐藤　維是 サトウ　ツナシ 6

6 佐藤　碧純 サトウ　アズミ 高山レーシング 47 48 山田　昭弘 ヤマダ　アキヒロ 中日スキー

7 佐藤　元俊 サトウ　ユキト 高山レーシング 49 今井　健 イマイ　ケン HIP UP SC

8 丹羽　統大 ニワ　スミダイ 大孝建設（株） 73 50 江下　勝 エシタ マサル

9 西田　紘将 ニシダ　コウスケ 51 51 西田　善紀 ニシダ　ヨシノリ エキスパート 9

10 伊藤　玲 イトウ　レイ 70 52 服部　トモヒロ ハットリ　トモヒロ

女子2部 53 加藤　忠晴 カトウ タダハル CLUB Doing

11 筧　優子 カケヒ ユウコ カトウスキー 54 菊池　嘉高 キクチ　ヨシタカ がんばスキークラブ 77

12 野田　　智恵 ノダ　トモエ 一宮市スキー連盟 55 若園　博行 ワカゾノ ヒロユキ 結構さる軍団

13 池浦　智恵美 イケウラ　チエミ チーム　スペクトラム 78 56 松山　　正 マツヤマ　タダシ 野うさぎスキークラブ

14 坪井　香 ツボイ　カオリ カトウスキーチーム 57 北川　裕康 キタガワ　ヒロヤス トリイスポーツ

15 須藤　康子 スドウ　ミチコ リベルテSC 58 田川　弘樹 タガワ ヒロキ

16 広政　恵美子 ヒロマサ　エミコ フェイキーズ 59 野田　　誠治 ノダ　セイジ 一宮市スキー連盟

女子1部 60 松尾　洋一 マツオ ヨウイチ

17 吉田　舞香 ヨシダ　フウカ チームスカイ 61 田上　恭彦 タガミ　ヤスヒコ

18 島田　里奈 シマダ　リナ 62 森田　耕二 モリタ コウジ Team Mori

中学生女子の部 63 松原　直明 マツバラ ナオアキ 星ヶ丘ＳＣ

19 林　ほのか ハヤシ　ホノカ スノウプラウ 45 64 樋口　栄一 ヒグチ エイイチ リベルテS.C.

男子マスターズの部 65 磯貝　宜伸 イソガイ ヨシノブ リベルテSC

20 田端　秀樹 タバタ　ヒデキ 伊勢パールピアホテル和食処海 66 広政　貴之 ヒロマサ　タカユキ フェイキーズ

21 佐藤　晶彦 サトウ　アキヒコ 三田リーゼン 67 桝　正和 マス　マサカズ

22 加藤　元博 カトウ　モトヒロ トリイスポーツクラブ 68 林　浩樹 ハヤシ　ヒロキ

23 岩本　江一 イワモト　コウイチ シード 69 藤田　雅保 フジタ　マサヤス 野うさぎ

24 保坂　光廣 ホサカ　ミツヒロ くれいじぃRC 70 伊藤　千哉也 イトウ チカヤ 一宮市スキー連盟 10

25 大川　司 オオカワ　ツカサ 明鏡スキークラブ 71 松本　直人 マツモト　ナオト

26 大矢　巧 オオヤ タクミ 男子2部

27 大坂　憲行 オオサカ　ノリユキ トヨタ自動車スキー部 72 阪上　武寛 サカガミ　タケヒロ

28 小酒井　朝夫 コザカイ　アサオ がんばスキークラブ 73 丹羽　紹元 ニワ　ツグモト 大孝建設（株） 8

29 角谷　真治 カクタニ　シンジ アポフレアST 74 小谷　鉄平 コタニ テッペイ M.O.S.T.

30 野々村　敦 ノノムラ　アツシ KNレーシング 75 酒井　泰彦 サカイ　ヤスヒコ TEAM SEED

31 國枝　宏之 クニエダ　ヒロユキ スポーツアルペンSC 中学生男子の部

32 荒家　良作 アラヤ リョウサク 76 坪井　桂 ツボイ　ケイ アッフェヒダジュニア

33 奥田　点 オクダ　トモル TEAM  AISIN 77 菊池　聡大 キクチ　ソウタ がんばスキークラブ 54

34 菊池　幸彦 キクチ ユキヒコ がんばスキークラブ 男子1部

35 小野　直人 オノ　ナオト 野うさぎ 78 池浦　快哉 イケウラ カイヤ チーム　スペクトラム 13

36 大平　道正 オオヒラ　ミチマサ 79 山村　卓史 ヤマムラ　タカシ 名古屋大学医学部スキー部

37 冨田　忠則 トミタ　タダノリ 80 高橋　祐哉 タカハシ　ユウヤ スノウプラウスキーファミリー

38 古橋　雄治 フルハシ　ユウジ 81 中本　壮一郎 ナカモト　ソウイチロウ がんばスキークラブ

39 澤田　敦則 サワダ アツノリ カトウスキーチーム

40 西村　輝雄 ニシムラ　テルオ

41 井伊　次衛 イイ　ツギエ
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