
BIB 組別 氏名 ふりがな 所属・学校 宿泊先

1 一般男子 沼田　頌太 ぬまた　しょうた BUMスキークラブ まさぞう

2 一般男子 村井　公柄 むらい　こうへい 河廣

3 一般男子 福本　紘 ふくもと　ひろし やまさきや

4 一般男子 磯部　将豪 いそべ　しょうご まるとや

5 一般男子 藤井　隆晴 ふじい　たかはる 河達

6 一般男子 中戸　悠真 なかと　ゆうま Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

7 一般男子 塩田　雷 しおた　かみなり Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

8 一般男子 沢柳　亨 さわやなぎ　きょう あけび荘

9 一般男子 岡本　瑛澄 おかもと　あきと 桐蔭学園スキー部 白樺

10 一般男子 岡崎　真也 おかざき　まさや Snow lovers ピュア長坂

11 一般男子 金春　飛翔 こんぱる　ひかる 大和スキークラブ 高木屋

12 一般男子 権谷　基 ごんたに　はじめ compass house OZISAN'S Jr 池田屋

13 一般男子 堀池　楽斗 ほりいけ　がくと TKG マウントサイドにしなみ

14 一般男子 居場　洋平 いば　ようへい クープ・ド・モンドスキークラブ 高木屋

15 一般男子 渡　由多 わたり　ゆうた 高木屋

16 一般男子 加藤　奨也 かとう　しょうや 日吉スキークラブ 高木屋

17 一般男子 韓　龍太 はん　りょんて 関基礎 まさぞう

18 一般男子 Gregory Pearce ぴあす　ぐれっぐ Toemu Lodge

19 一般男子 菅原　拓哉 すがはら　たくや ロッジ雪山

20 一般男子 新實　滉平 にいみ　こうへい Team漬物温泉で深雪まみれ 満月

21 男子シニア 菅原　和彦 すがはら　かずひこ 京都スキーランナー ロッジゆきやま

22 男子シニア 谷　修治 たに　しゅうじ 京都スキーランナークラブ ロッジゆきやま

23 男子シニア 徳田　雅彦 とくだ　まさひこ 京都スキーランナークラブ ゆきやま

24 男子シニア 田中　均 たなか　ひとし 京都スキーランナークラブ ロッジゆきやま

25 男子シニア 小野　直人 おの　なおと 大阪野うさぎ Moriki

26 男子シニア 水谷　英之 みずたに　ひでゆき WING とうふや

27 男子シニア 野張　光明 のはり　みつあき Team First Truck かごや

28 男子シニア 岡根　史憲 おかね　ふみのり 山崎や

29 男子シニア 秋元　寿夫 あきもと　としお マクニカ 満月

30 男子シニア 五十嵐　厚志 いからし　あつし 池元

31 男子シニア 丹下　啓吾 たんげ　けいご Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

32 男子シニア 井上　浩 いのうえ　ひろし 姫路レーシング 三河屋

33 男子シニア 大浦　貢 おおうら　みつぐ サンシャイン　キョウヘイ

34 男子シニア 聞間　至 ききま　いたる 東京スキー協 モルゲンロート　やまざき

35 男子シニア 榎内　康夫 えのうち　やすお シーハイルS.C. モルゲンロートやまざき

36 男子シニア 河野　次郎 こうの　じろう チームゆら 民宿ゆら

37 男子シニア 新實　紳自 にいみ　しんじ Team漬け物温泉で深雪まみれ 満月

38 少年男子 村田　悠地 むらた　はるち ファーストレーシング ロッヂまつや

39 少年男子 菅井　大夢 すがい ひろむ 河廣

40 少年男子 小野　友輔 おの　ゆうすけ 若ぎ里

41 少年男子 福本　大晴 ふくもと　おおせい やまさきや

42 少年男子 奥村　春郎 おくむら　はるお 大津スキーＳＳ ロッジまつや

43 少年男子 奥村　岳郎 おくむら　たけお 大津スキーＳＳ ロッジまつや

44 少年男子 鯰江　拓 なまずえ　たく Catfish 野沢ビューホテル嶋田屋

45 少年男子 岡本　一希 おかもと　かずき Team　Bocket　Bonsters 民宿　モリ

46 少年男子 菅野　直 すがの　すなお チームゆら ゆら

47 少年男子 川端　秀歩 かわばた　ひでと ぽむ マウントサイドにしなみ

48 少年男子 三田　和生 みた　かずき 琥珀 もとや

49 男子マスターズ 村田　晋也 むらた　しんや ファーストレーシング ロッジまつや

50 男子マスターズ 森川　貴史 もりかわ　たかふみ WING とうふや
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51 男子マスターズ 細野　健治 ほその　けんじ スノークラフト かまた

52 男子マスターズ 小野　友栄 おの　ともひで 若ぎ里

53 男子マスターズ 渡邊　茂樹 わたなべ　しげき チームゆら 民宿ゆら

54 男子マスターズ 三沢　秀樹 みさわ　ひでき 横浜スポーツマンクラブ 民宿モリ

55 男子マスターズ 福田　朋晃 ふくだ　ともあき Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

56 男子マスターズ 坂本　博之 さかもと　ひろゆき ナッシーSC マルトミ

57 男子マスターズ 柳本　吉治 やなぎもと　よしはる 山ぼうし

58 男子マスターズ 木南　敦雄 きみなみ　あつお Team漬物温泉で深雪まみれ 満月

59 男子マスターズ 砂守　綾一郎 すなもり　りょういちろう ナイツ 池元

60 男子マスターズ 奥村　拓次郎 おくむら　たくじろう 大津スキーＳＳ ロッジまつや

61 男子マスターズ 井上　英彰 いのうえ　ひであき ネージュスキーチーム 三河屋

62 男子マスターズ 山本　厚士 やまもと　あつし MK滋賀 ロッジまつや

63 男子マスターズ 磯部　博樹 いそべ　ひろき まるとや

64 男子マスターズ 平井　尚弘 ひらい　なおひろ いまでや

65 男子マスターズ 大場　志織 おおば　しおり nap-brand 河廣

66 男子マスターズ 鯰江　信博 なまずえ　のぶひろ Cat fish 野沢ビューホテル嶋田屋

67 男子マスターズ 廣岡　健二 ひろおか　けんじ 無所属 ロッヂ　ウエノスキー

68 男子マスターズ 重原　史和 しげはら　ふみかず Shigeshigecrazy かわひろ

69 男子マスターズ 大地  康宏 おおち  やすひろ 姫路レーシングチーム 三河屋

70 男子マスターズ 岡本　晃一 おかもと　こういち Team　Bocket　Bonsters 民宿　モリ

71 男子マスターズ 西山 　典宏 にしやま のりひろ チームゆら 民宿ゆら

72 男子マスターズ 塩入　健太 しおいり　けんた ハウスもくりん

73 男子マスターズ 鈴木　真二 すずき　しんじ 柄沢荘

74 男子マスターズ 片山　好孝 かたやま　よしたか 池田屋

75 男子マスターズ 岡本　晋二郎 おかもと　しんじろう 電通会スキー部 白樺

76 男子マスターズ 小畠　宏之 こばたけ　ひろゆき 横浜スポーツマンクラブ 民宿モリ

77 男子マスターズ 岡崎　真人 おかざき　まこと SnowLovers ピュア長坂

78 男子マスターズ 菅野　大輔 すがの　だいすけ チームゆら ゆら

79 男子マスターズ 国藤　隆 くにふじ　たかし 野沢温泉ホテル

80 男子マスターズ 森安　郁雅 もりやす　いくまさ チームゆら 民宿ゆら

81 男子マスターズ 堀池　崇 ほりいけ　たかし TKG マウントサイドにしなみ

82 男子マスターズ 三本木　健 さんぼんぎ　けん 雪国飯山ソーラー発電所 白樺

83 男子マスターズ 藤田　雅保 ふじた　まさやす 大阪野うさぎスキークラブ シーファミーリエ森紀

84 男子マスターズ 塩﨑　克彦 しおざき　かつひこ Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

85 男子マスターズ 木村　哲也 きむら　てつや ペニソラ音楽団 ラフォーレやまね

86 男子マスターズ 川尻　年輝 かわじり　としてる チームNes はとぐるま　かわばた

87 男子マスターズ 北川　智英 きたがわ　ともひで チーム漬物温泉で深雪まみれ！ ウッディハウス　満月

88 男子マスターズ 藤井　尚信 ふじい　たかのぶ Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

89 男子マスターズ 三田　修 みた　おさむ 琥珀 もとや

90 男子マスターズ 牛山　純一 うしやま　じゅんいち トリプルシルバー 柄沢荘

91 男子マスターズ 玉土　明宏 たまつち　あきひろ 満月

93 一般女子 菅井　由美 すがい ゆみ 河廣

94 一般女子 山口　美由紀 やまぐち　みゆき Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

95 一般女子 原田　じゅり はらだ　じゅり ホテルハウスサンアントン

96 一般女子 磯部　さくら いそべ　さくら 中央大学附属横浜高校 まるとや

97 一般女子 藤井　幸子 ふじい　ゆきこ 河達

98 一般女子 髙村　貴子 たかむら　たかこ TEAM THROB エスポワールエビス

99 女子シニア 坂本　清美 さかもと　きよみ ナッシーSC マルトミ

100 女子シニア 塩田　ミチル しおた　みちる Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月

101 女子シニア 清水　なおき しみず　なおき Team漬物温泉で深雪まみれ！ 満月
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102 女子シニア 八木　香代子 やぎ　かよこ 宮川

103 女子マスターズ 山本　雅子 やまもと　まさこ 京都スキーランナークラブ ロッジゆきやま

104 女子マスターズ 村田　真希 むらた　まき ファーストレーシング ロッヂまつや

105 女子マスターズ 中田　祥代 なかた　さちよ 山ぼうし

106 女子マスターズ 宮野　理恵子 みやの　りえこ 山下工芸 池元

107 女子マスターズ 岡本　友里 おかもと　ゆり 山下工芸 池元

108 女子マスターズ 鯰江　方個 なまずえ　まさこ Catfish 野沢ビューホテル嶋田屋

109 女子マスターズ 菅野　直美 すがの　なおみ チームゆら ゆら

110 女子マスターズ 川端　秋美 かわばた　あきみ ぽむ マウントサイドにしなみ

111 女子マスターズ 堀池　知子 ほりいけ　ともこ TKG マウントサイドにしなみ

112 女子マスターズ 尾日向　梨沙 おびなた　りさ 雪国飯山ソーラー発電所 白樺

113 女子マスターズ 越前　美恵子 えちぜん　みえこ ナッシースキークラブ マルトミ

114 女子マスターズ 藤田　久美子 ふじた　くみこ 大阪野うさぎスキークラブ シーファミーリエ森紀

115 女子マスターズ 池田　美貴 いけだ　みき A.C.TOYAMA モルゲンロートやまざき

116 女子マスターズ 国藤　久実 くにふじ　くみ 野沢温泉ホテル

117 少年女子 村田　愛衣 むらた　めい ファーストレーシング ロッヂまつや

118 少年女子 小野　ひなた おの　ひなた 大阪市立東中学校 Moriki

119 少年女子 福本　稟子 ふくもと　りこ やまさきや

120 少年女子 山本　沙奈 やまもと　さな MK滋賀 ロッジまつや

121 少年女子 山本　新奈 やまもと　にいな MK滋賀 ロッジまつや

122 少年女子 廣岡　凜々花 ひろおか　りりか 無所属 ロッヂ　ウエノスキー

123 少年女子 重原　梨央 しげはら　りお 信州大学付属中学校 かわひろ

124 少年女子 上杉　真裕 うえすぎ　まひろ ファーストレーシングジュニア ロッヂまつや

125 少年女子 川端　依吹 かわばた　いぶき ぽむ マウントサイドにしなみ

126 少年女子 堀池　琴音 ほりいけ　ことね TKG マウントサイドにしなみ

127 少年女子 藤田　依里 ふじた　えり 大阪野うさぎスキークラブ シーファミーリエ森紀

128 少年女子 木村　夕日 きむら　ゆうか ペニソラ音楽団 ラフォーレやまね

129 少年女子 山田　蘭 やまだ　らん カタシオ

130 スノーボード男子 小林　繁裕 こばやし　しげひろ 高木屋

131 スノーボード男子 千崎　孝徳 せんざき　たかのり 個人 いまでや

132 スノーボード男子 平尾 学 ひらお まなぶ 大日本猟友会 京都支部 池元

133 スノーボード男子 冨田　俊介 とみた　しゅんすけ ささおか荘

134 スノーボード男子 大場　大地 おおば　だいち nap-brand 河廣

135 スノーボード男子 小林　正人 こばやし　まさと nap-brand 河廣

136 スノーボード男子 瀬戸口　勉 せとぐち　つとむ heaven store ガストホフシーハイル

137 スノーボード男子 天間　輝 てんま　あきら アケビ荘

138 スノーボード男子 保家　廉 ほけ　れん F&M ヴィラカタシオ

139 スノーボード男子 小山　哲也 こやま　てつや ロッジまるしげ

140 スノーボード男子 沢柳　昌広 さわやなぎ　まさひろ あけび荘

141 スノーボード男子 浅田　有二 あさだ　ゆうじ 跳蟲 勇山荘

142 スノーボード男子 土谷　洋介 つちや　ようすけ ライクス あけびそう

143 スノーボード男子 須賀　智之 すが　ともゆき ヴィラカタシオ

144 スノーボード男子 井上　悠人 いのうえ　ゆうと ゆうとぴあ ユートピア

145 スノーボード男子 小嶋　健太郎 こじま　けんたろう リゾートハウスふるさと

146 スノーボード男子 栗原　義明 くりはら　よしあき カタシオ

147 スノーボード男子 森山　雄太 もりやま　ゆうた CAFE WA Suki Nozawa

148 スノーボード男子 関　高浩 せき　たかひろ 跳蟲 勇山荘

149 スノーボード男子 居鶴　剛 いづる　つよし Gambler 河濵

150 スノーボード男子 ｹﾞｲﾂ　ｼﾞｮｼｭｱ　ﾄｰﾏｽ げいつ　じょしゅあ　とー
ます ロッジゆきやま

151 スノーボード男子 井上　恵太 いのうえ　けいた ユートピア
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152 スノーボード男子 石塚　正哲 いしづか　まさのり ロッヂまつや

153 スノーボード女子 瀬戸口　留美 せとぐち　るみ heavenstore ガストホフシーハイル

154 スノーボード女子 保家　桃子 ほけ　ももこ F&M ヴィラカタシオ

155 スノーボード女子 保家　潤子 ほけ　じゅんこ F&M ヴィラカタシオ

156 スノーボード女子 清水　裕美 しみず　ひろみ チームゆら 民宿ゆら

157 スノーボード女子 山田　柚香 やまだ　ゆか カタシオ

158 スノーボード女子 永田 貴美子 ながた きみこ 富半

159 スノーボード女子 山本 雅代 やまもと まさよ 富半

160 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 長谷川　貴大 はせがわ　たかひろ 金森RT 逸楽荘

161 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 片山　信 かたやま　まこと チームどんぐり サンライズ明治屋

162 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 青木　俊治 あおき　としはる サンライズ明治屋

163 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 堀米 光男 ほりごめ みつお 小賀坂スキークラブ 逸楽荘

164 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 渡辺　昭子 わたなべ　あきこ outside　skiclub ゆかり荘

165 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 渡辺　正男 わたなべ　まさお outside　skiclub ゆかり荘

166 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 金丸 典加 かなまる のりか KAAC 逸楽荘

167 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 木村 翠 きむら すい KAAC 逸楽荘

168 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 髙井　崚 たかい　りょう 信州大学 ラフォーレやまね

169 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 村上　颯汰 むらかみ　そうた 信州大学 ラフォーレやまね

170 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 和田一樹 わだかずき 信州大学 ラフォーレやまね

171 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 上村　亮介 かみむら　りょうすけ TEAM  THROB 野沢温泉

172 村民 林　浩一郎 はやし　こういちろう 野沢温泉ロッジ

173 村民 Ashley Bassi?re あしゅりー 無し

174 村民 中村　勝 なかむら　まさる Nozawa Holiday RC

175 村民 井川　達也 いがわ　たつや

176 村民 八尾　良太郎 やお　りょうたろう 野沢温泉ロッヂ

177 村民 久保田　真一郎 くぼた　しんいちろう 野沢菜の三九郎商店
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