
31 谷口 侑 タニグチ ユウ

32 村中 仁美 ムラナカ ヒトミ

33 岡田 春香 オカダ ハルカ

34 梅津 累 ウメツ ルイ

35 関根 有紀 セキネ ユキ

36 川崎 ゆり子 カワサキ ユリコ

37 松田 佳子 マツダ ヨシコ

38 岡崎 舞美 オカザキ マイミ

39 白 雪晶 ハク セツショウ

40 米澤 ちひろ ヨネザワ チヒロ

アルペン 41 石塚 真理 イシヅカ マリ

フリースタイル 42 永野 理奈 ナガノ リナ

女子混走 43 木崎 育美 キザキ イクミ

44 佐野 悠里 サノ ユリ

45 渡邊 浩美 ワタナベ ヒロミ

46 有賀 真優 アリガ マユ

47 鎌田 実津希 カマタ ミヅキ

48 江田 静香 エダ シズカ

49 佐藤 茜 サトウ アカネ

50 市村 照子 イチムラ テルコ

51 有賀 みづき アリガ ミヅキ

52 上田 麻衣子 ウエダ マイコ

53 平島 紗央里 ヒラシマ サオリ

54 小板橋 咲子 コイタバシ サキコ

55 中山 真樹 ナカヤマ マキ

56 飯塚 奏子 イイヅカ カナコ



61 吉原 征貴 ヨシハラ マサキ

62 益子 良三 マシコ リョウゾウ

63 青柳 陽也 アオヤギ タカヤ

64 西出 治宝 ニシデ ハルトミ

65 中嶋 陽一 ナカジマ ヨウイチ

66 横井 伸之 ヨコイ ノブユキ

67 大塚 泰久 オオツカ ヤスヒサ

68 鈴木 勝幸 スズキ カツユキ

69 林 諒平 ハヤシ リョウヘイ

70 上田 征史 ウエダ セイジ

71 高橋 良平 タカハシ リョウヘイ

72 斎藤 渉 サイトウ ワタル

73 齊藤 琢哉 サイトウ タクヤ

74 工藤 望 クドウ ノゾミ

アルペン男子



81 磯川 遼冴 イソカワ リョウゴ

82 小林 勇希 コバヤシ ユウキ

83 天野 俊樹 アマノ シュンジ

84 尾形 圭一郎 オガタ ケイイチロウ

85 有賀 航生 アリガ コウセイ

86 巻島 成孝 マキシマ ナルユキ

87 田中 宏明 タナカ ヒロアキ

88 小板橋 柊矢 コイタバシ トウヤ

89 × ×

90 × ×

91 大石 広行 オオイシ ヒロユキ

92 中山 雄介 ナカヤマ ユウスケ

93 藤原 秀隆 フジワラ ヒデタカ

94 市原 友希 イチハラ ユウキ

95 木村 佳貴 木村 佳貴

96 冨田 優 トミタ マサル

97 大内 薫 オオウチ カオル

98 村中 敬 ムラナカ タカシ

99 笹木 亮平 ササキ リョウヘイ

100 寺島 夢翔 テラシマ ユウト

101 西野 克己 ニシノ カツミ

102 小室 零 コムロ レイ

103 大塚　 和幸 オオツカ カズユキ

104 久保 啓一 クボ ケイイチ

105 荒木 竜弥 アラキ タツヤ

106 鈴木 天空 スズキ ソラ

107 伊澤 智博 イザワ トモヒロ

108 岡部 りき オカベ リキ

109 鈴木 翼 スズキ タスク

110 中澤 直樹 ナカザワ ナオキ

フリースタイル　男子
No、１



111 薄井 史彦 ウスイ フミヒコ

112 手塚 保夫 テツカ ヤスオ

113 足立 康成 アダチ ヤスナリ

114 世古 晋也 セコ シンヤ

115 菊地 正登 キクチ マサト

116 田口 正寛 タグチ マサヒロ

117 野田 達将 ノダ タツユキ

118 吉田 海 ヨシダ ウミ

119 関谷 泰三 セキヤ タイゾウ

120 石田 祐介 イシダ ユウスケ

121 勢司 和浩 セイシ カズヒロ

122 堀田 優希 ホッタ ユウキ

123 加藤 大季 カトウ ヒロキ

124 小林 亮太 コバヤシ リョウタ

125 沼澤 渉 ヌマザワ ワタル

126 堀江 博樹 ホリエ ヒロキ

127 黒沢 新 クロサワ ハジメ

128 加藤 幹悠 カトウ ミキハル

129 平澤 璃玖斗 ヒラサワ リクト

130 佐藤 信司 サトウ シンジ

131 鈴木 秀治 スズキ シュウジ

132 柿沢 茂行 カキザワ シゲユキ

133 平岡 俊 ヒラオカ シュン

134 油原 尚也 ユハラ ナオヤ

135 大田屋 長矩 オオタヤ ナガノリ

136 日比野 哲也 ヒビノ テツヤ

137 和田 崇志 ワダ タカシ

138 藤田 拓斗 フジタ タクト

139 佐藤 健 サトウ ケン

140 勢司 蓮 セイシ レン

フリースタイル　男子
No、２


