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小学生女子 女子２部
1 横井　嶺花 ﾖｺｲﾊﾙｶ 明鏡SC (○) 66 神谷　久美子 ｶﾐﾔｸﾐｺ きりん
2 福島　幸歩 ﾌｸｼﾏｻﾁﾎ 明鏡SC (○) 67 三好　多恵子 ﾐﾖｼ ﾀｴｺ カトウスキーチーム
3 金澤　優理菜 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ (○) 68 加藤　裕子 ｶﾄｳﾕｳｺ Ｄｏｉｎｇ 126
4 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 明鏡SC (○) 69 久野　奈穂子 ｸﾉ ﾅﾎｺ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ ○ 21
5 木村　夕日 ｷﾑﾗﾕｳｶ 明鏡SC (○) 70 濱島　理恵子 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾘｴｺ 中京大学SR
6 古市　雫 ﾌﾙｲﾁｼｽﾞｸ 明鏡SC (○) 71 池浦　智恵美 ｲｹｳﾗ ﾁｴﾐ r1factory 127
7 前原　杏香 ﾏｴﾊﾗ ﾓﾓｶ ＳＡＣ (○) 72 須藤　康子 ｽﾄﾞｳ ﾐﾁｺ リベルテSC
8 榊原　茅乃 ｻｶｷｶﾞﾗｶﾔﾉ 明鏡SC (○) 73 樋口　恵理 ﾋｸﾞﾁ ｴﾘ 中日ｽｷｰ

小学生男子 74 西園　千江美 ﾆｼｿﾞﾉ ﾁｴﾐ ○
9 明瀬　健伸 ﾐｮｳｾｹﾝｼﾝ ＳＡＣ (○) 女子１部
10 小林　勇貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ ○ 92 75 加藤　千明 ｶﾄｳ ﾁｱｷ 愛知淑徳高等学校 ○
11 前原　良亮 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ ＳＡＣ (○) 76 桝谷　りえ ﾏｽﾀﾆ ﾘｴ 愛知淑徳高等学校 ○
12 山森　三志朗 ﾔﾏﾓﾘｻﾝｼﾛｳ ＳＡＣ (○) 77 天野　はる香 ｱﾏﾉ ﾊﾙｶ 椙山女学園高等学校 ○
13 神野　源太 ｼﾞﾝﾉｹﾞﾝﾀ ＳＡＣ (○) 78 小野　優佳 ｵﾉ ﾕｳｶ 愛知淑徳高等学校 ○
14 小島　晏蒔 ｺｼﾞﾏｱﾝｼﾞ ＳＡＣ (○) 79 山中　麻由 ﾔﾏﾅｶ ﾏﾕ 椙山女学園高等学校 ○
15 中村　佳生 ﾅｶﾑﾗ ｶｲｾｲ ○ 119 80 市野　有莉 ｲﾁﾉ ﾕｳﾘ 椙山女学園高等学校 ○
16 神野　新太 ｼﾞﾝﾉｱﾗﾀ ＳＡＣ (○) 81 濱田　結衣 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 椙山女学園高等学校 ○
17 大野 優太郎 ｵｵﾉﾕｳﾀﾛｳ 明鏡SC (○) 82 横田　果紀 ﾖｺﾀ ｶｽﾐ 椙山女学園高等学校 ○
18 大野 孝介 ｵｵﾉｺｳｽｹ 明鏡SC (○) 83 壽賀　茜音 ｽｶﾞ ｱｶﾈ 椙山女学園高等学校 ○
19 小島　煉慈 ｺｼﾞﾏﾚﾝｼﾞ ＳＡＣ (○) 84 鈴木　佐和 ｽｽﾞｷ ｻﾜ 椙山女学園高等学校 ○
20 杉本　悠希 ｽｷﾞﾓﾄﾊﾙｷ ＳＡＣ (○) マスターズ１部
21 柳田　知希 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾄﾓｷ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ ○ 68 85 澤田　敦則 ｻﾜﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ カトウスキーチーム
22 福島　幸久 ﾌｸｼﾏﾕｷﾋｻ 明鏡SC (○) 86 舘林　準次 ﾀﾃﾊﾞﾔｼｼﾞｭﾝｼﾞ ＴＳＫＫ
23 杉本　凛太朗 ｽｷﾞﾓﾄﾘﾝﾀﾛｳ ＳＡＣ (○) 87 江縁　秀利 ｴﾌﾞﾁﾋﾃﾞﾄｼ ＲＩＤ
24 牧寄　カバリエテ ﾏｷﾖﾘｶﾊﾞﾘｴﾃ ＳＡＣ (○) 88 奥田　点 ｵｸﾀﾞﾄﾓﾙ TEAM TEN
25 髙橋　昊太郎 ﾀｶﾊｼｺｳﾀﾛｳ ＳＡＣ (○) 89 荒家　良作 ｱﾗﾔ ﾘｮｳｻｸ ○
26 北村　優吏 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾘ 90 大矢　巧 ｵｵﾔ ﾀｸﾐ
27 菊池　聡大 ｷｸﾁｿｳﾀ 107 91 坂　年勝 ﾊﾞﾝ ﾄｼｶﾂ カトウスキーチーム

マスターズ２部 92 宮地　良和 ﾐﾔﾁ ﾖｼｶｽﾞ ○
28 菊池　幸彦 ｷｸﾁﾕｷﾋｺ がんばＳＣ 93 豊澤　和美 ﾄﾖｻﾜ ｶｽﾞﾐ 10
29 角　敏昭 ｽﾐ ﾄｼｱｷ 愛知ｼﾆｱ 94 加藤　直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 中部電力愛知ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ○
30 武市　信久 ﾀｹｲﾁ ﾉﾌﾞﾋｻ 桑名ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ○ 95 梶原　雅喜 ｶｼﾞﾜﾗﾏｻｷ がんばＳＣ
31 大川　司 ｵｵｶﾜ ﾂｶｻ 明鏡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 96 田内　清司 ﾀｳﾁ ｾｲｼﾞ 桑名ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ○
32 小酒井　朝夫 ｺｻﾞｶｲｱｻｵ ＲＩＤ 97 田中　亮英 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｴｲ リベルテSC
33 保坂　光廣 ﾎｻｶ ﾐﾂﾋﾛ くれいじぃRC (○) 98 渡邊　毅 ﾜﾀﾅﾍﾞﾂﾖｼ 37

中学生女子 壮年の部
34 横井　彩葉 ﾖｺｲｲﾛﾊ 明鏡SC (○) 99 松原　直明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵｱｷ 星ヶ丘ｽｷｰｸﾗﾌﾞ (○)
35 金澤　愛怜奈 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾚﾅ 聖霊中学校 ○ 100 中本　昌文 ﾅｶﾓﾄﾏｻﾌﾐ がんばＳＣ
36 高坂　安里紗 ｺｳｻｶ ｱﾘｻ 愛知淑徳中学校 ○ 101 山田　健司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ きりん
37 渡邊　絵里香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｶ 愛知淑徳中学校 ○ 97 102 落合　清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ ｶﾄｳｽｷｰ
38 稲熊　佑美 ｲﾅｸﾞﾏ ﾕｳﾐ 椙山女学園中学校 ○ 103 樋口　栄一 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ リベルテSC
39 鵜飼　翔子 ｳｶｲ ｼｮｳｺ 椙山女学園中学校 ○ 104 前原　秀紀 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ ＳＡＣ ○
40 酒向　愛 ｻｺｳ ｱｲ 椙山女学園中学校 ○ 105 林　浩樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ
41 石橋　菜々保 ｲｼﾊﾞｼ ﾅﾅﾎ 椙山女学園中学校 ○ 106 田上　恭彦 ﾀｶﾞﾐ ﾔｽﾋｺ ○
42 齋藤　るるか ｻｲﾄｳ ﾙﾙｶ 椙山女学園中学校 ○ 107 神野　篤史 ｼﾞﾝﾉ ｱﾂｼ (○)
43 根本　侑佳 ﾈﾓﾄ ﾕｳｶ 愛知淑徳中学校 ○ 108 菊池　嘉高 ｷｸﾁﾖｼﾀｶ がんばＳＣ 27
44 岩田　夏枝 ｲﾜﾀ ﾅﾂｴ 椙山女学園中学校 ○ 109 甘粕　洋一 ｱﾏｶｽ ﾖｳｲﾁ
45 五十川　莉り子 ｲｿｶﾞﾜ ﾘﾘｺ 椙山女学園中学校 ○ 110 磯谷　宜信 ｲｿｶﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ
46 今泉　里彩 ｲﾏｲ ﾘｻ 椙山女学園中学校 ○ 111 山田　昭弘 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 中日ｽｷｰ
47 池戸　南月 ｲｹﾄﾞ ﾅﾂｷ 愛知淑徳中学校 ○ 112 板倉　宏 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｼ 名古屋港管理組合
48 坪井　陽香 ﾂﾎﾞｲ ﾊﾙｶ 愛知淑徳中学校 ○ 113 今井　健 ｲﾏｲ ｹﾝ
49 加藤　千景 ｶﾄｳ ﾁｶｹﾞ 椙山女学園中学校 ○ 114 橋本　和典 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 津市ｽｷｰ協会
50 北村　志おり ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾘ 愛知淑徳中学校 ○ 115 早川　信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 三菱重工名航
51 森口　さくら ﾓﾘｸﾞﾁ ｻｸﾗ 椙山女学園中学校 ○ 116 江下　勝 ｴｼﾀ ﾏｻﾙ
52 浅井　紫乃 ｱｻｲ ｼﾉ 椙山女学園中学校 ○ 117 丹羽　恒 ﾆﾜ ﾋｻｼ ○
53 加藤　夏海 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 椙山女学園中学校 ○ 118 松本　直人 ﾏﾂﾓﾄﾅｵﾄ エキスパートＳＣ
54 花井　萌映 ﾊﾅｲ ﾓｴ 椙山女学園中学校 ○ 119 古川 幹教 ﾌﾙｶﾜﾐｷﾉﾘ (○) 65
55 坂野　心音 ﾊﾞﾝﾉ ｺｺﾛﾈ 愛知淑徳中学校 ○ 成年の部
56 下方　若葉 ｼﾓｶﾀ ﾜｶﾊﾞ 椙山女学園中学校 ○ 120 加藤　忠晴 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ
57 加藤　四季 ｶﾄｳ ｼｷ 椙山女学園中学校 ○ 121 中村　敏之 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾕｷ ○ 15
58 近藤　祐里菜 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘﾅ 椙山女学園中学校 ○ 122 奥村　康仁 ｵｸﾑﾗﾔｽﾋﾄ 明鏡SC (○) 62
59 安藤　眞優 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｳ 愛知淑徳中学校 ○ 123 小谷　鉄平 ｺﾀﾆ ﾃｯﾍﾟｲ 小谷商事ｽｷｰ部
60 中山　伶美 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾐ 愛知淑徳中学校 ○ 124 林　英明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ ○ 63

中学生男子 125 関屋　卓 ｾｷﾔ ﾀｸ 三菱重工名航
61 山下 颯斗 ﾔﾏｼﾀﾊﾔﾄ 明鏡SC (○) 青年１部
62 奥村　篤朗 ｵｸﾑﾗｱﾂﾛｳ 明鏡SC (○) 120 126 高橋　祐哉 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ ○
63 林　大祐 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ ○ 122 127 山下 航汰 ﾔﾏｼﾀｺｳﾀ 明鏡SC (○)
64 靱　柾人 ﾕｷﾏｻﾄ ＳＡＣ (○) 128 加藤　貴斗 ｶﾄｳﾀｶﾄ 中部大学 67
65 古川 翔悟 ﾌﾙｶﾜｼｮｳｺﾞ (○) 124 129 池浦　快哉 ｲｹｳﾗ ｶｲﾔ r1factory 70

130 加藤　晃輝 ｶﾄｳｺｳｷ 名古屋国際高校
131 加藤　将汰 ｶﾄｳｼｮｳﾀ 愛工大名電高校

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ参加(市ｽﾎﾟのみ) 53 人
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ参加(ﾃﾞｭｱﾙ出場) 32 人
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ参加(ﾃﾞｭｱﾙのみ) 10 人
トレーニング参加者合計 95 人

第５９回　名古屋市民スポーツ際スキー競技大会
　　第４２回　名古屋市民飛騨ほおのきスキー大会    H30.2.18


