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小学生女子
1 棚橋　和奏 ﾀﾅﾊｼﾜｶﾅ イエティＳＣ ○ 101 鈴木　優和 ｽｽﾞｷ ﾕﾅ 愛学協 ○
2 加藤　玲奈 ｶﾄｳ ﾚﾅ 明鏡SC ○ 102 福島　幸歩 ﾌｸｼﾏｻﾁﾎ 明鏡SC ○
3 金澤　優理菜 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 北一社小 ○ 103 古市　雫 ﾌﾙｲﾁｼｽﾞｸ 明鏡SC ○
4 木村　夕日 ｷﾑﾗﾕｳｶ 明鏡SC ○ 104 横井　嶺花 ﾖｺｲﾊﾙｶ 明鏡SC ○

小学生男子
5 福島　幸久 ﾌｸｼﾏﾕｷﾋｻ 明鏡SC ○ 105 髙橋　昊太郎 ﾀｶﾊｼｺｳﾀﾛｳ ＳＡＣ ○
6 小島　煉慈 ｺｼﾞﾏﾚﾝｼﾞ ＳＡＣ ○ 106 大野 孝介 ｵｵﾉｺｳｽｹ 明鏡SC ○
7 神野　源太 ｼﾞﾝﾉｹﾞﾝﾀ ＳＡＣ ○ 107 牧寄　ｶﾊﾞﾘｴﾃ ﾏｷﾖﾘｶﾊﾞﾘｴﾃ ＳＡＣ ○
8 神野　新太 ｼﾞﾝﾉｱﾗﾀ ＳＡＣ ○ 108 山森　三志朗 ﾔﾏﾓﾘｻﾝｼﾛｳ ＳＡＣ ○
9 澤田　藍雅 ｻﾜﾀﾞｱｲｶﾞ イエティＳＣ ○ 109 杉本　悠希 ｽｷﾞﾓﾄﾊﾙｷ ＳＡＣ ○
10 明瀬　健伸 ﾐｮｳｾｹﾝｼﾝ ＳＡＣ ○ 110 加藤　進 ｶﾄｳｼﾝ イエティＳＣ ○
11 小島　晏蒔 ｺｼﾞﾏｱﾝｼﾞ ＳＡＣ ○ 111 大野 優太郎 ｵｵﾉﾕｳﾀﾛｳ 明鏡SC ○
12 杉本　凛太朗 ｽｷﾞﾓﾄﾘﾝﾀﾛｳ ＳＡＣ ○

中学生女子 112 西川　朱音 ﾆｼｶﾜｱｶﾈ リベルテＳＣ ○
13 金澤　愛怜奈 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾚﾅ 聖霊中 113 横井　彩葉 ﾖｺｲｲﾛﾊ 明鏡SC ○

中学生男子
14 原　岳史 ﾊﾗ ﾀｹｼ トリイスポーツクラブ 114 奥村　篤朗 ｵｸﾑﾗｱﾂﾛｳ 明鏡SC ○
15 山下 颯斗 ﾔﾏｼﾀﾊﾔﾄ 明鏡SC ○ 115 原　拓実 ﾊﾗ ﾀｸﾐ トリイスポーツクラブ

16 靱　柾人 ﾕｷﾏｻﾄ ＳＡＣ ○ 116 古川 翔悟 ﾌﾙｶﾜｼｮｳｺﾞ ○
女子２部
17 池浦　智恵美 ｲｹｳﾗ ﾁｴﾐ r1factory 117 神谷　久美子 ｶﾐﾔｸﾐｺ きりん
18 三好　多恵子 ﾐﾖｼ ﾀｴｺ カトウスキー 118 須藤　康子 ｽﾄﾞｳ ﾐﾁｺ リベルテＳＣ

女子１部 119 加藤　裕子 ｶﾄｳﾕｳｺ Ｄｏｉｎｇ
19 渋田　真結 シブタ　マユ トリイスポーツクラブ ○
20 石原　沙綾 イシハラ　サヤ トリイスポーツクラブ ○ 120 渋田　ゆき シブタ　ユキ トリイスポーツクラブ ○

マスターズ男子
21 梶原　雅喜 ｶｼﾞﾜﾗﾏｻｷ がんばＳＣ 121 江縁　秀利 ｴﾌﾞﾁﾋﾃﾞﾄｼ ＲＩＤ
22 澤田　安利 ｻﾜﾀﾞﾔｽﾄｼ イエティＳＣ 122 小酒井　朝夫 ｺｻﾞｶｲｱｻｵ ＲＩＤ
23 坂　年勝 ﾊﾞﾝ ﾄｼｶﾂ カトウスキー 123 豊澤　和美 ﾄﾖｻﾜ ｶｽﾞﾐ スノウプラウ ○
24 舘林　準次 ﾀﾃﾊﾞﾔｼｼﾞｭﾝｼﾞ ＴＳＫＫ 124 保坂　光廣 ﾎｻｶ ﾐﾂﾋﾛ くれいじぃRC ○
25 菊池　幸彦 ｷｸﾁﾕｷﾋｺ がんばＳＣ 125 大矢　巧 ｵｵﾔ ﾀｸﾐ

男子３部
26 相川　潔 ｱｲｶﾜ ｷﾖｼ TGCP ○ 126 奥田　点 ｵｸﾀﾞﾄﾓﾙ TEAM TEN
27 池浦　成明 ｲｹｳﾗ ｼｹﾞｱｷ r1factory 127 橋本　和典 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 津市スキー協会
28 原　正三 ﾊﾗ ﾏｻﾐﾂ トリイスポーツクラブ 128 大西　幹雄 ｵｵﾆｼ ﾐｷｵ TGCP ○
29 樋口　栄一 ﾋｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ リベルテＳＣ 129 田川　弘樹 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ トリイスポーツクラブ ○
30 磯谷　宜信 ｲｿｶﾞｲ ﾖｼﾉﾌﾞ リベルテＳＣ 130 松原　直明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵｱｷ 星ヶ丘スキークラブ ○
31 北川　裕康 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾔｽ トリイスポーツクラブ ○ 131 神野　篤史 ｼﾞﾝﾉ ｱﾂｼ ○
32 落合　清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ カトウスキー 132 広政　貴之 ﾋﾛﾏｻ ﾀｶﾕｷ ○
33 早川　信明 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 三菱重工名航 133 村上　吉人 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾄ TGCP ○
34 山田　健司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ きりん 134 中本　昌文 ﾅｶﾓﾄﾏｻﾌﾐ がんばＳＣ
35 加藤　元博  ｶﾄｳﾓﾄﾋﾛ トリイスポーツクラブ 135 古川 幹教 ﾌﾙｶﾜﾐｷﾉﾘ ○

男子２部
36 奥村　康仁 ｵｸﾑﾗﾔｽﾋﾄ 明鏡SC ○ 136 鬼頭　直也 ｷﾄｳ ﾅｵﾔ TEAM SEED
37 阪上　武寛 ｻｶｶﾞﾐ ﾀｹﾋﾛ 内閣掃除大臣 ○ 137 西澤　悟 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄﾙ

男子１部
38 加藤　貴斗 ｶﾄｳﾀｶﾄ 中部大学 138 池浦　快哉 ｲｹｳﾗ ｶｲﾔ r1factory
39 山下 航汰 ﾔﾏｼﾀｺｳﾀ 明鏡SC ○ 139 加藤　晃輝 ｶﾄｳｺｳｷ 名古屋国際高校
40 加藤　将汰 ｶﾄｳｼｮｳﾀ 愛工大名電高校


