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bib 氏　　名 フリガナ 所　　　属 練習 bib 氏　　名 フリガナ 所　　　属 練習

小学生女子

1 服部　真子 ﾊｯﾄﾘ ﾏｺ 101 前原　杏香 ﾏｴﾊﾗ　ﾓﾓｶ S.A.C　Racing ○

2 棚橋　和奏 ﾀﾅﾊｼ　ﾜｶﾅ イエティ ○ 102 加藤　瑠璃 ｶﾄｳ　ﾙﾘ イエティ ○

3 古市　雫 ﾌﾙｲﾁｼｽﾞｸ 明鏡ＳＣ ○ 103 金澤　優里菜 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ TEAM SEED ○

小学生男子

4 明瀬　健伸 ﾐｮｳｾ　ｹﾝｼﾝ S.A.C　Racing ○ 104 前原　良亮 ﾏｴﾊﾗ　ﾘｮｳｽｹ S.A.C　Racing ○

5 杉本　悠希 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾊﾙｷ S.A.C　Racing ○ 105 前原　吉貴 ﾏｴﾊﾗ　ﾖｼｷ S.A.C　Racing ○

6 杉本　凛太朗 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾘﾝﾀﾛｳ S.A.C　Racing ○ 106 澤田　藍雅 ｻﾜﾀﾞ　ｱｲｶﾞ イエティ ○

7 犬飼　健太 ｲﾇｶｲ ｹﾝﾀ TEAM SEED ○ 107 横井　太一 ﾖｺｲ　ﾀｲﾁ イエティ ○

8 神野　源太 ｼﾞﾝﾉ　ｹﾞﾝﾀ S.A.C　Racing ○ 108 吉川　遼 ﾖｼｶﾜ　ﾘｮｳ ｽﾉｰﾌﾟﾗｳ ○

9 福島　幸久 ﾌｸｼﾏﾕｷﾋｻ 明鏡ＳＣ ○

中学生女子 109 福島　幸歩 ﾌｸｼﾏｻﾁﾎ 明鏡ＳＣ ○

10 横井　嶺花 ﾖｺｲﾊﾙｶ 明鏡ＳＣ ○ 110 今泉　理彩 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｻ 椙山女学園中学校 ○

11 横井　彩葉 ﾖｺｲｲﾛﾊ 明鏡ＳＣ ○ 111 榊原　茅乃 ｻｶｷﾊﾞﾗｶﾔﾉ 明鏡ＳＣ ○

中学生男子

12 林　大祐 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ 112 棚橋　優斗 ﾀﾅﾊｼ　ﾕｳﾄ イエティ ○

女子２部

13 金平　百代 ｶﾈﾋﾗ　ﾓﾓﾖ スノードリフト 113 澤田　令子 ｻﾜﾀﾞ ﾚｲｺ カトウスキーチーム

14 広政　恵美子 ﾋﾛﾏｻ ｴﾐｺ ○ 114 須藤　康子 ｽﾄﾞｳ　ﾐﾁｺ リベルテＳＣ

15 神谷　久美子 ｶﾐﾔ　ｸﾐｺ きりん 115 加藤　佑子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ CLUB Doing

16 太田　孝子 ｵｵﾀ　ﾀｶｺ スノードリフト

女子１部 116 古川　稚彩 ﾌﾙｶﾜﾁｻ 明鏡ＳＣ ○

17 濱田　結衣 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 椙山女学園高等学校 ○

マスターズ男子 117 大矢　巧 ｵｵﾔ ﾀｸﾐ

18 宇田　拓也 ｳﾀﾞ ﾀｸﾔ 結構さる軍団 ○ 118 澤田　安利 ｻﾜﾀﾞ　ﾔｽﾄｼ イエティ

19 江縁　秀利 ｴﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ RID 119 田澤　幾雄 ﾀｻﾞﾜ ｲｸｵ 愛知ｼﾆｱ

20 坂　年勝 ﾊﾞﾝ ﾄｼｶﾂ カトウスキーチーム 120 舘林　準次 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ TSKK

21 梶原　雅喜 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ がんばスキークラブ 121 國枝　宏之 ｸﾆｴﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ ｽﾎﾟｰﾂｱﾙﾍﾟﾝSC ○

男子３部

22 松原　直明 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵｱｷ 星ヶ丘ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ○ 122 落合　清一 ｵﾁｱｲ ｾｲｲﾁ 住友電装

23 江下　勝 ｴｼﾀ ﾏｻﾙ ○ 123 大城　浩二 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ 結構さる軍団 ○

24 田川　弘樹 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾄﾘｲSC 124 早川　信明 ﾊﾔｶﾜ　ﾉﾌﾞｱｷ 三菱重工名古屋ＳＣ

25 石原　竹志 ｲｼﾊﾗ　ﾀｹｼ ﾄﾘｲｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ○ 125 森田　耕二 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ アイシン精機SC

26 磯貝　宜伸 ｲｿｶﾞｲ　ﾖｼﾉﾘ リベルテＳＣ 126 広政　貴之 ﾋﾛﾏｻ　ﾀｶﾕｷ ○

27 寺井　淳 ﾃﾗｲ　ｼﾞｭﾝ スノードリフト 127 奥田　点 ｵｸﾀﾞ　ﾄﾓﾙ がんばスキークラブ

28 山田　健司 ﾔﾏﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ きりん 128 中本　昌文 ﾅｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ がんばスキークラブ

29 神野　篤史 ｼﾞﾝﾉ　ｱﾂｼ ○ 129 西峯　正 ﾆｼﾐﾈ　ﾀﾀﾞｼ MUGIｼｰﾊﾞ ○

30 林　英明 ﾊﾔｼ　ﾋﾃﾞｱｷ ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ 130 野田　和敬 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ TEAM SEED

男子２部

31 阪上　武寛 ｻｶｶﾞﾐ ﾀｹﾋﾛ ○ 131 鬼頭　直也 ｷﾄｳ　ﾅｵﾔ seed

32 西澤　悟 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 132 酒井　泰彦 ｻｶｲ ﾔｽﾋｺ TEAM SEED

33 河村　和亮 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 愛知機械SC 133 服部　ﾄﾓﾋﾛ ﾊｯﾄﾘ　ﾄﾓﾋﾛ

男子１部

34 加藤　晃輝 ｶﾄｳ ｺｳｷ CLUB Doing 134 加藤　貴斗 ｶﾄｳ ﾀｶﾄ CLUB Doing


