
BIB 組別 氏名 ふりがな 所属・学校 宿泊先
1 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

2 少年女子 山本　沙奈 やまもと　さな MK滋賀 ロッジまつや

3 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

4 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

5 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

6 少年女子 大内　美春 おおうち　みはる 茅野市立湖東小学校 リゾートイン千春

7 少年女子 大内　夏希 おおうち　なつき 茅野市立湖東小学校 リゾートイン千春

8 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

9 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

10 一般女子 鈴木　萌子 すずき　もえこ サンズスキークラブ 大瀧

11 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

12 女子マスターズ 中田　祥代 なかた　さちよ 山ぼうし

13 女子マスターズ 鈴木　直子 すずき　なおこ サンズスキークラブ 大瀧

14 女子マスターズ 菅野　直美 すがの　なおみ チームゆら ゆら

15 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

16 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

17 女子シニア 八木　香代子 やぎ　かよこ 宮川

18 スノーボード男子 小林　繁裕 こばやし　しげひろ 高木屋

19 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

20 スノーボード男子 浅田　有二 あさだ　ゆうじ 跳蟲 勇山荘

21 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

22 スノーボード男子 関　高浩 せき　たかひろ 跳蟲 勇山荘

23 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

24 少年男子 田中　遼介 たなか　りょうすけ 西梶ヶ谷小学校 ごんにむ荘

25 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

26 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

27 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

28 少年男子 菅野　直 すがの　すなお チームゆら ゆら

29 少年男子 山田　海斗 やまだ　かいと バースト横浜 ごんにむ荘

30 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

31 少年男子 庄司　拓馬 しようじ　たくま 山ぼうし

32 少年男子 渡辺　雅斗 わたなべ　まさと 本庄市立中央小学校 サンアントン

33 少年男子 三田　和生 みた　かずき 琥珀 もとや

34 一般男子 磯部　将豪 いそべ　しょうご まるとや

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

36 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

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

38 男子マスターズ 森川　貴史 もりかわ　たかふみ WING とうふや

39 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

40 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

41 男子マスターズ 柳本　吉治 やなぎもと　よしはる 山ぼうし

42 男子マスターズ 小松崎　淳 こまつざき　あつし とうふや

43 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

44 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

45 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

46 男子マスターズ 磯部　博樹 いそべ　ひろき まるとや

47 男子マスターズ 平井　尚弘 ひらい　なおひろ いまでや

48 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

49 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

50 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
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51 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

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

53 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

54 男子マスターズ 庄司　哲也 しょうじ　てつや ローヤル 山ぼうし

55 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

56 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

57 男子マスターズ 大内　恒徳 おおうち　つねのり リゾートイン千春

58 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

59 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

60 男子マスターズ 北川 斉 きたがわ ひとし 太郎山ブラザース 柄沢荘

61 男子マスターズ 三田　修 みた　おさむ 琥珀 もとや

62 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

64 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

65 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

66 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

67 男子シニア 小野　直人 おの　なおと 大阪野うさぎ Moriki

68 男子シニア 水谷　英之 みずたに　ひでゆき WING とうふや

69 男子シニア 加藤　祐一 かとう　ゆういち SBI ペンションシュネー

70 男子シニア 松田　久 まつだ　ひさし Team First Track かごや

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

72 男子シニア 岡根　史憲 おかね　ふみのり 山崎や

73 男子シニア 鈴木　昭廣 すずき　あきひろ サンズスキークラブ 大瀧

74 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

75 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

76 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

77 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

78 村民 森　大雪 もり　たいせつ 旅館 さかや

79 村民 森　雪 もり　ゆき 旅館 さかや

80 村民 中村　勝 なかむら　まさる Nozawa Holiday RC

81 村民 水落　洋哉 みずおち　ひろや 野沢温泉小学校

82 村民 八尾　良太郎 やお　りょうたろう 野沢温泉ロッヂ
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