
BIB 組別 氏名 所属・学校 宿泊先

1 一般男子 池浦　礼佳 チーム　スペクトラム かねか荘

2 一般男子 池浦　快哉 チーム　スペクトラム かねか荘

3 一般男子 沼田　頌太 まさぞう

4 一般男子 澤柳　亨 あけび荘

5 一般男子 磯部　将豪 ぎゃんごり☆麗心愚 まるとや

6 一般男子 加藤　進 愛工大名電 アルペンヴィラのざわ

7 一般男子 山尾　翔平 きりん やまぼうし

8 一般男子 沖谷　桔平 愛工大名電高等学校 アルペンヴィラのざわ

9 一般男子 堀池　楽斗 TKG マウントサイドにしなみ

10 一般男子 村井　公柄 ウッディハウス満月

11 一般男子 大槻　幸輝 チーム漬物温泉 ぜんざぶろう

12 一般男子 酒井　将樹 チーム漬物温泉 ぜんざぶろう

13 一般男子 池野　正基 チームゆら ゆら

14 一般男子 池野　誉史 チームゆら ゆら

15 一般男子 川端　秀歩 チームAHM マウントサイドにしなみ

16 一般男子 中本　壮一郎 ガンバSC ふじよし

17 一般男子 大澤　拓真 阪大RIESEN ガストホフかずみ

18 一般男子 林　優羽 阪大RIESEN ガストホフかずみ

19 一般男子 合田　琉人 阪大RIESEN とうふや

20 男子シニア 大浦　貢 サンシャイン　キョウヘイ

21 男子シニア 水谷　英之 WING とうふや

22 男子シニア 榎内　康夫 シーハイルS.C. ヴィラ・サウスふじ

23 男子シニア 松田　久 ファースト　トラック かごや

24 男子シニア 野張　光明 Team First  Track かごや

25 男子シニア 谷　修治 京都スキーランナークラブ ロッジゆきやま

26 男子シニア 菅原　和彦 京都スキーランナークラブ ロッジゆきやま

27 男子シニア 聞間　至 東京スキー協議会 ヴィラ・サウスふじ

28 男子シニア 五十嵐　厚志 民宿モリ

29 男子シニア 矢吹　健 東京スキー協　銀嶺SC ヴィラサウスふじ

30 男子シニア 岡根　史憲 チームファーストトラック かごや

31 男子シニア 小野　直人 大阪野うさぎ Moriki

32 男子シニア 廣田　眞男 Free ベルク丸金屋

33 少年男子 井出　竜太郎 三河屋

34 少年男子 小野　友輔 河達

35 少年男子 Sebastian Sutter 東京インターナショナルスクール 野沢温泉　アカリハウス

36 少年男子 井原　悠貴 チームゆら 民宿ゆら

37 少年男子 川端　将基 チームAHM マウントサイドにしなみ

38 少年男子 桐田　岳 西宮市立北夙川小学校 ますや旅館

39 少年男子 山内　敬太 かねか荘

40 男子マスターズ 森川　貴史 WING とうふや

41 男子マスターズ 小林　賢知 かごや

42 男子マスターズ 井出　一也 三河屋

43 男子マスターズ 渡邊　茂樹 チームゆら 民宿ゆら

44 男子マスターズ 照井　敏樹 ozisan's eleven ハウスもくりん

45 男子マスターズ 水谷　武志 タナベスポーツSC とうふや

46 男子マスターズ 平井　純 山ぼうし

47 男子マスターズ 鈴木　敢 山ぼうし

48 男子マスターズ 川原　寿之 Ozisan's もくりん

49 男子マスターズ 池浦  成明 チーム　スペクトラム かねか荘

50 男子マスターズ 藤野　賢一 Ozisan’ｚ もくりん
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51 男子マスターズ 柳本　吉治 山ぼうし

52 男子マスターズ 森安　郁雅 チームゆら 民宿ゆら

53 男子マスターズ 清水　浩二 WING シュネー

54 男子マスターズ 小野　友栄 河達

55 男子マスターズ 井上　孝 上ノ平山荘

56 男子マスターズ 磯部　博樹 まるとや

57 男子マスターズ 山本　厚士 MK滋賀 富田屋

58 男子マスターズ 平井　尚弘 今出屋

59 男子マスターズ Matthias Sutter Shangri-La Hotels Japan 野沢温泉　アカリハウス

60 男子マスターズ 村松　健吾 勇山荘

61 男子マスターズ 鈴木　綾 株式会社あい造園設計事務所 ヴィラ・サウスふじ

62 男子マスターズ 玉土　明宏 チーム漬物温泉 満月

63 男子マスターズ 松田　潔 早稲田大学理工学部ワンダーフォーゲル部OB会 上の平山荘

64 男子マスターズ 北川　智英 チーム漬物温泉 ウッディハウス満月

65 男子マスターズ 池野　仁志 チームゆら ゆら

66 男子マスターズ 塩崎　克彦 チーム漬物温泉 ウッディハウス　満月

67 男子マスターズ 重原　史和 富山県スキー連盟 満月

68 男子マスターズ 桐田　穣 ますや旅館

69 男子マスターズ 廣岡　健二 ロッヂ　ウエノスキー

70 男子マスターズ 木南　敦雄 チーム漬物温泉 満月

71 男子マスターズ 服部　友洋 やまや山荘

72 男子マスターズ 髙橋　央 ヴィラ・サウスフジ

73 男子マスターズ 工藤　晶喜 大和屋旅館

74 男子マスターズ 伊波　広忠 Ozisun`z もくりん

75 男子マスターズ 塩入　健太 ハウスもくりん

76 男子マスターズ Reubi Markus Reubi Akari House, Nozawa Onsen

77 一般女子 原田　朱莉 富田屋

78 一般女子 中村　愛 阪大RIESEN とうふや

79 女子マスターズ 井出　かずみ 三河屋

80 女子マスターズ 平井　千恵 山ぼうし

81 女子マスターズ 中田　さちよ 山ぼうし

82 女子マスターズ 井上　雪江 旭屋

83 女子マスターズ 望月　未来 山水

84 女子マスターズ 尾日向　梨沙 雪国飯山ソーラー発電所 白樺

85 女子マスターズ 川端　秋美 チームAHM マウントサイドにしなみ

86 女子マスターズ 池田　美貴 A.C.TOYAMA アルペンヴィラのざわ

87 少年女子 平井　碧 山ぼうし

88 少年女子 山本　新奈 MK滋賀 富田屋

89 少年女子 Adriana Sutter 東京インターナショナルスクール 野沢温泉　アカリハウス

90 少年女子 重原　梨央 満月

91 少年女子 小野　ひなた 大阪市立東中学校 Moriki

92 少年女子 廣岡　凜々花 神戸大学付属小学校 ロッヂ　ウエノスキー

93 少年女子 Reubi Neil Reubi Akari House, Nozawa Onsen

94 スノーボード女子 瀬戸口　留美 シーハイル

95 スノーボード女子 保家　潤子 ほけけ ヴィラカタシオ

96 スノーボード女子 保家　桃子 ほけけ ヴィラカタシオ

97 スノーボード女子 山本　雅代 ヴィラカタシオ

98 スノーボード女子 菊池　絢音 かねか荘

99 スノーボード女子 山内　莉子 かねか荘

100 スノーボード男子 小山　哲也 ロッジまるしげ
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101 スノーボード男子 天間　輝 CARDIFF  SNOWCRAFT あけび荘

102 スノーボード男子 瀬戸口　勉 シーハイル

103 スノーボード男子 冨田　俊介 ささおか荘

104 スノーボード男子 小林　繁裕 高木屋

105 スノーボード男子 柴田　祐弥 きりん やまぼうし

106 スノーボード男子 澤柳　昌広 あけび荘

107 スノーボード男子 荒牧　耀 きりん やまぼうし

108 スノーボード男子 土谷　洋介 CARDIFF SNOWCRAFT あけび荘

109 スノーボード男子 楠　直人 さわ

110 スノーボード男子 楠　叶翔 さわ

111 スノーボード男子 楠　友翔 さわ

112 スノーボード男子 毛塚　剛 さわ

113 スノーボード男子 浅田　有二 跳蟲 勇山荘

114 スノーボード男子 保家　廉 ほけけ ヴィラカタシオ

115 スノーボード男子 望月　貴光 山水

116 スノーボード男子 井原　健太郎 チームゆら チームゆら

117 スノーボード男子 森田　与之 白樺

118 スノーボード男子 関　高浩 跳蟲 勇山荘

119 スノーボード男子 森山　雄太 CAFE WA Lodge Suki Nozawa

120 スノーボード男子 井上　悠人 湘南ロコ・ソラーレ カタシオ

121 スノーボード男子 栗原　義明 ヴィラ　カタシオ

122 スノーボード男子 須賀　智之 ヴィラカタシオ

123 スノーボード男子 平戸　拓 ヴィラカタシオ

124 クロスカントリースキー 田崎　富士夫 東京デフスキークラブ リゾートイン千春

125 村民 Sutter　Gabriel They call me kojo Akari House

126 村民 Guy Lynch Iroha

127 村民 藤井　隆晴

128 村民 ピグナット　ルーク Schnitzel and vino ロジ長野

129 村民 八尾　良太郎 野沢温泉ロッヂ 野沢温泉ロッヂ

130 村民 藤井　幸子

131 村民 BOAL　TYSON

132 村民 TAN　TIA

133 村民 Zhane Thomas Fowler

134 村民 リチャーズ　リオン

135 村民 リチャーズ
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