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小学生女子 54 大坂　憲行 ｵｵｻｶ　ﾉﾘﾕｷ ﾄﾖﾀ

1 青木　菜子 ｱｵｷ　ﾅｺ 55 西峯　正 ﾆｼﾐﾈ　ﾀﾀﾞｼ MUGIｼｰﾊﾞ

2 坪井　椎 ﾂﾎﾞｲ　ｼｲ ほおのきJr 56 野々村　敦 ﾉﾉﾑﾗ　ｱﾂｼ KNﾚｰｼﾝｸﾞ

小学生男子 57 澤田　敦則 ｻﾜﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ

3 横井　照 ﾖｺｲ　ﾃﾙ ｷｬﾗﾌｧｸﾄﾘｰ 58 荒家　良作 ｱﾗﾔ ﾘｮｳｻｸ

4 青木　大空 ｱｵｷ　ｿﾗ 103 59 田内　清司 ﾀｳﾁ ｾｲｼﾞ

5 佐藤　碧純 ｻﾄｳ　ｱｽﾞﾐ 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 60 神野　浩己 ｼﾝｼﾞ　ﾋﾛﾐ

6 青木　優明 ｱｵｷ　ﾔｽｱｷ 明鏡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 61 小野　直人 ｵﾉ　ﾅｵﾄ 野うさぎ

7 亀山　順生 ｶﾒﾔﾏ　ｼﾞｭﾝｾｲ 明鏡SC 62 原　正三 ﾊﾗ ﾏｻﾐﾂ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂ 108

8 木全　翔也 ｷﾏﾀ　ｼｮｳﾔ ﾋﾟｱｼﾞｭﾆｱ 63 大矢　巧 ｵｵﾔ ﾀｸﾐ

9 伊藤　玲 ｲﾄｳ　ﾚｲ 一宮市ｽｷｰ連盟 88 64 角谷　真治 ｶｸﾀﾆ　ｼﾝｼﾞ ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱST

10 佐藤　元俊 ｻﾄｳ　ﾕｷﾄ 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 100 65 宇田　拓也 ｳﾀﾞ ﾀｸﾔ 結構さる軍団

11 吉田　倖涼 ﾐｼﾏ　ﾖｼｶｽﾞ ﾁｰﾑｽｶｲ 66 田端　秀樹 ﾀﾊﾞﾀ　ﾋﾃﾞｷ 三重白山ﾋﾞﾚｯｼﾞ

女子2部 67 加藤　直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ

12 坪井　香 ﾂﾎﾞｲ　ｶｵﾘ 68 武市　信久 ﾀｹｲﾁ　ﾉﾌﾞﾋｻ

13 金原　佳世 ｷﾝﾊﾟﾗ ｶﾖ 69 保坂　光廣 ﾎｻｶ　ﾐﾂﾋﾛ ｸﾚｲｼﾞｰR.C

女子1部 70 三島　由一 ﾐｼﾏ　ﾖｼｶｽﾞ ﾁｰﾑｽｶｲ

14 加藤　瑠璃 ｶﾄｳ　ﾙﾘ 東海学園高校 男子3部

15 林　ほのか ﾊﾔｼ　ﾎﾉｶ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ 80 71 山田　昭弘 ﾔﾏﾀﾞ　ｱｷﾋﾛ 中日ｽｷｰ

16 北村　志おり ｷﾀﾑﾗ　ｼｵﾘ 72 樋口　栄一 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ

17 渡邊　絵理香 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｴﾘｶ 73 今泉　強 ｲﾏｲｽﾞﾐ　ﾂﾖｼ

18 石川　桃子 ｲｼｶﾜ　ﾓﾓｺ 椙山女学園高校 74 加藤　忠晴 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ CLUB Doing

19 中根　璃胡 ﾅｶﾈ　ﾘｺ 椙山女学園高校 75 松尾　洋一 ﾏﾂｵ ﾖｳｲﾁ 一宮市ｽｷｰ連盟

20 亀井　穂波 ｶﾒｲ　ﾎﾅﾐ 椙山女学園高校 76 西田　善紀 ﾆｼﾀﾞ　ﾖｼﾉﾘ ｴｷｽﾊﾟｰﾄSC

21 新井　瑶 ｱﾗｲ　ﾖｳ 椙山女学園高校 77 今井　健 ｲﾏｲ　ｹﾝ

22 菊田　渚心 ｷｸﾀ　ﾅﾂﾐ 椙山女学園高校 78 田川　弘樹 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

23 鬼頭　明日香 ｷﾄｳ　ｱｽｶ 椙山女学園高校 79 佐藤　良樹 ｻﾄｳ　ﾖｼｷ Apo

24 後藤　心音 ｺﾞﾄｳ　ｺｺﾈ 椙山女学園高校 80 林　英明 ﾊﾔｼ　ﾋﾃﾞｱｷ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳｽｷｰﾌｧﾐﾘｰ 15

25 中村　維花 ﾅｶﾑﾗ　ﾕｲｶ 椙山女学園高校 81 若園　博行 ﾜｶｿﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 結構さる軍団

26 大鹿　由結 ｵｵｼｶ　ﾕｳ 椙山女学園高校 82 石原　竹志 ｲｼﾊﾗ　ﾀｹｼ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

27 小板橋　恵麻 ｺｲﾀﾊﾞｼ　ｴﾏ 椙山女学園高校 83 江下　勝 ｴｼﾀ ﾏｻﾙ

28 三浦　愛奈 ﾐｳﾗ　ｱｲﾅ 椙山女学園高校 84 田中　達夫 ﾀﾅｶ　ﾀﾂｵ

29 岡田　由香 ｵｶﾀﾞ　ﾓｶ 愛知淑徳高校 85 加藤　知英 ｶﾄｳ　ﾄﾓﾋﾃﾞ SEED

30 河口　桃萌 ｶﾜｸﾞﾁ　ﾓﾓ 愛知淑徳高校 86 吉村　有司 ﾖｼﾑﾗ　ﾕｳｼﾞ

31 森　風蘭 ﾓﾘ　ﾌﾗﾝ 愛知淑徳高校 87 松山　　正 ﾏﾂﾔﾏ　ﾀﾀﾞｼ 野うさぎｽｷｰｸﾗﾌﾞ

32 小林　叡代 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱｷﾖ 愛知淑徳高校 88 伊藤　千哉也 ｲﾄｳ ﾁｶﾔ 一宮市ｽｷｰ連盟 9

33 林　優奈 ﾊﾔｼ　ﾕｳﾅ 愛知淑徳高校 89 小林　賢司 ｺﾊﾞﾔｼ　ｹﾝｼﾞ 豊田自動織機ｽｷｰ部

34 近藤　凛呼 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾘｺ 愛知淑徳高校 90 松本　直人 ﾏﾂﾓﾄ　ﾅｵﾄ ｴｷｽﾊﾟｰﾄSC

中学生女子の部 91 野田　　誠治 ﾉﾀﾞ　ｾｲｼﾞ 一宮ｽｷｰ連盟

35 金澤　優理菜 ｶﾅｻﾞﾜ　ﾕﾘﾅ 聖霊中学校 92 小谷　鉄平 ｺﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ M.O.S.T.

36 木全　莉奈 ｷﾏﾀ　ﾘﾅ 愛知淑徳中学校 93 林　浩樹 ﾊﾔｼ　ﾋﾛｷ

37 桒原　美森 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾐﾓﾘ 椙山女学園中学校 94 桝　正和 ﾏｽ　ﾏｻｶｽﾞ

38 植村　明里 ｳｴﾑﾗ　ｱｶﾘ 椙山女学園中学校 95 中本　昌文 ﾅｶﾓﾄ　ﾏｻﾌﾐ がんば 107

39 越野　愛梨 ｺｼﾉ　ｱｲﾘ 椙山女学園中学校 96 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

40 近藤　舞呼 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾏｺ 愛知淑徳中学校 97 菊池　嘉高 ｷｸﾁ　ﾖｼﾀｶ がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 106

41 林　優衣 ﾊﾔｼ　ﾕｲ 愛知淑徳中学校 98 藤田　雅保 ﾌｼﾞﾀ　ﾏｻﾔｽ 野うさぎSC

42 中澤　舞愛 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾏｲｱ 愛知淑徳中学校 99 阿部　晃久 ｱﾍﾞ　ｱｷﾋｻ

43 篠田　有希 ｼﾉﾀﾞ　ﾕｷ 愛知淑徳中学校 100 佐藤　維是 ｻﾄｳ　ﾂﾅｼ 10

44 小川　和奏 ｵｶﾞﾜ　ﾜｶﾅ 愛知淑徳中学校 男子2部

男子マスターズの部 101 関屋　卓 ｾｷﾔ　ﾀｸ

45 菊池　幸彦 ｷｸﾁ ﾕｷﾋｺ がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 102 阪上　武寛 ｻｶｶﾞﾐ　ﾀｹﾋﾛ

46 加藤　元博 ｶﾄｳ　ﾓﾄﾋﾛ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 103 青木　政幸 ｱｵｷ　ﾏｻﾕｷ 4

47 古川　雅彬 ﾌﾙｶﾜ　ﾏｻｱｷ 104 竹内　和也 ﾀｹｳﾁ　ｶｽﾞﾔ 豊田自動織機ｽｷｰ部

48 大平　道正 ｵｵﾋﾗ　ﾐﾁﾏｻ rojie 中学生男子の部

49 宮坂　洋一 ﾐﾔｻｶ　ﾖｳｲﾁ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 105 竹内　心 ﾀｹｳﾁ　ｺｺﾛ

50 國枝　宏之 ｸﾆｴﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝSC 106 菊池　聡大 ｷｸﾁ　ｿｳﾀ がんばｽｷｰｸﾗﾌﾞ 97

51 小酒井　朝夫 ｺｻﾞｶｲ　ｱｻｵ 男子1部

52 岩本　江一 ｲﾜﾓﾄ　ｺｳｲﾁ 107 中本　壮一郎 ﾅｶﾓﾄ　ｿｳｲﾁﾛｳ がんばSC 95

53 奧田　点 ｵｸﾀﾞ　ﾄﾓﾙ TEAM AISIN 108 原　岳史 ﾊﾗ ﾀｹｼ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂ 62

第６４回　名古屋市民スポーツ際スキー競技大会

　　第４７回　名古屋市民飛騨ほおのきスキー大会   R5.2.19


