
　Date:2022.4.9

JUNIOR女子

BIB
No NAME NAME

1 笛木 紬生 フエキ ツムギ
2 笛木 碧天 フエキ ミソラ
3 福田 碧 フクダ アオイ
4 加藤 こよみ カトウ コヨミ
5 大島 みどり オオシマ ミドリ
6 柿沼 芽希 カキヌマ イブキ
7 渡會 美空 ワタライ ミソラ
8 中埜 杏美 ナカノ アズミ
9 東 歩奈 ヒガシ アユナ
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　Date:2022.4.9

JUNIOR男子

BIB
No NAME NAME

20 本間 力 ホンマ チカラ
15 神藤 海渡 ジンドウ カイト
16 道瀬 真尋 ミチセ マヒロ
17 坂田 斡 サカタ メグル
18 坂田  暢 サカタ ノフル
19 加藤 虎 カトウ タイガ
21 井立 晴太郎 イダチ セイタロウ
22 佐藤 蒼馬 サトウ アウマ
23 竹尾 陽路 タケオ ヒロ
24 中村 優斗 ナカムラ ユウト
25 大塚 珀空 オオツカ ハク
26 大塚 蒼空 オオツカ ソラ
27 宇崎 蓮 ウザキ レン
28 宇崎 悠 ウザキ ハル
29 鎌倉 空來 カマクラ ソラ
30 鎌倉 海未 カマクラ ウミ
31 横山 陛己 ヨコヤマ ヘイキ
32 横山 らう浬 ヨコヤマ ラウリ
33 福田　優斗 フクダ　ユウト
34 三上　隼翔 ミカミ　ハヤト
35 三上　晃翔 ミカミ　アキト
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　Date:2022.4.9

SNOWSKATE

BIB
No NAME NAME

38 広本 らど ヒロモト ラド
39 山根 将志 ヤマネ マサシ
40 遠藤 靖大 エンドウ ヤスヒロ
41 吉川 省司 キチカワ ショウジ
43 吉田　正 ヨシダ　タダシ
44 石上　侑希 イシガミ　ユウキ
42 本間 力 ホンマ チカラ
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　Date:2022.4.9

LEGEND女子

BIB
No NAME NAME

53 佐藤 香織 サトウ カオリ
54 野村 久美子 ノムラ クミコ
55 大貫 忍 オオヌキ シノブ
56 前原 悠子 マエハラ ユウコ
57 井立 須美 イダチ スミ
58 古屋 和美 フルヤ カズミ
59 塩野 美智子 シオノ ミチコ
60 鎌倉 美恵子 カマクラ ミエコ
61 秋月 綾子 アキヅキ　アヤコ
62 三上　夢見 ミカミ　ムミ
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　Date:2022.4.9

LEGEND男子

BIB
No NAME NAME

72 尾崎 祐司 オザキ ユウジ
73 大橋 幸治 オオハシ コウジ
74 木内 昌史 キウチ マサフミ
75 原島 満敏 ハラシマ ミツトシ
76 吉田 正幸 ヨシダ マサユキ
77 笛木 辰也 フエキ タツヤ
78 山波 洋二 ヤマナミ ヨウジ
79 宮坂 一樹 ミヤサカ カズキ
80 山中 智弘 ヤマナカ トモヒロ
81 山本 知俊 ヤマモト ノリトシ
82 刑部 朋宏 オサカベ トモヒロ
83 熊木 秀一 クマキ シュウイチ
84 杉原 龍三 スギハラ リュウゾウ
85 柿沼 智 カキヌマ トモ
87 竹林 康 タケバヤシ コウ
88 大輪 宣仁 オオワ ノブヒト
89 野中 浩 ノナカ ヒロシ
90 清水 美寿 シミズ ヨシヒサ
91 坂井 賢 サカイ サトシ
92 立林 淳 タテバヤシ ジュン
93 金井 浩和 カナイ ヒロカズ
94 野島 誠 ノジマ マコト
95 田村 雅隆 タムラ マサタカ
96 会田 二郎 アイダ ジロウ
97 金井 明伸 カナイ アキノブ
98 宇崎 圭介 ウザキ ケイスケ
99 福山 龍也 フクヤマ タツヤ
100 神藤 義古 ジンドウ ヨシフル
101 ヨネクラ　ヒロアキ ヨネクラ　ヒロアキ
71 広本 らど ヒロモト ラド
86 吉田 正 ヨシダ タダシ
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　Date:2022.4.9

women

BIB
No NAME NAME

112 入山 栄子 イリヤマ エイコ
113 片山 春香 カタヤマ ハルカ
114 草野 杏奈 クサノ アンナ
115 森本 郁美 モリモト イクミ
116 内海 煌莉 ウツミ キラリ
117 井上 千花 イノウエ チカ
118 坪井 千佳 ツボイ チカ
119 神原 綾乃 カンバラ アヤノ
120 堀田 紗弓 ホリタ サユミ
121 藤田 愛也音 フジタ アヤネ
122 秦 光史 ハタ ヒロミ
123 井出 有希子 イデ ユキコ
124 宮坂 秋香 ミヤサカ アキカ
125 浅井 美南 アサイ ミナミ
126 山岡 加奈 ヤマオカ カナ
127 野本 かもめ ノモト カモメ
128 田中 佑奈 タナカ ユウナ
129 八田 小春 ハッタ コハル
130 青柳 はるか アオヤギ ハルカ
131 志賀 未有希 シガ ミユキ
132 西牧 史帆 ニシマキ シホ
133 東 果歩 ヒガシ カホ
134 坂下 恵里 サカシタ エリ
135 川野 梨奈 カワノ リナ
136 川合 佑香 カワイ ユカ
137 伊藤 未希 イトウ ミキ
138 西尾 安代 ニシオ ヤスヨ
139 山田 真帆 ヤマダ マホ
140 鎌田 朋子 カマタ トモコ
141 中島 里沙 ナカシマ リサ
142 吉冨 萌 ヨシドミ メグミ
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143 今野 仁 コンノ ヒトミ
144 星　更沙 ホシ　サラサ
145 村田　翔子 ムラタ　ショウコ
146 東田　正美 ヒガシダ　マサミ
147 矢嶋　佐友里 ヤジマ　サユリ
148 髙橋　香里 タカハシ　カオリ



　Date:2022.4.9

MEN

BIB
No NAME NAME

159 金指 進 カナザシ ススム
160 シミズ ユウヤ シミズ ユウヤ
161 畠山 龍太 ハタケヤマ リュウタ
162 大槻 篤志 オオツキ アツシ
163 渡邊 富寿雄 ワタナベ フジオ
164 平野 克弥 ヒラノ カツミ
165 平野 雄大 ヒラノ ユウダイ
166 後田 風吹 ウシロダ フブキ
167 前田 力穏 マエダ リオン
168 福田 浩介 フクダ コウスケ
169 吉次 悠起 ヨシツグ ユウキ
170 白川 篤己 シラカワ アツキ
171 丸茂 幸太郎 マルモ コウタロウ
172 森 敬之 モリ タカユキ
173 中安 悠斗 ナカヤス ユウト
174 横溝 貴裕 ヨコミゾ タカヒロ
175 村田 俊一郎 ムラタ シュンイチロウ
176 西村 道生 ニシムラ ミチオ
177 小暮 武頼 コグレ ブライ
178 高橋 隼也 タカハシ トシヤ
179 高田 純平 タカタ ジュンペイ
180 大塚　隼 オオツカ ジュン
181 新井 瑞樹 アライ ミズキ
182 高橋 秀彰 タカハシ ヒデアキ
183 安達 光太郎 アダチ コウタロウ
184 西居 崇博 ニシイ タカヒロ
185 河合 洋輔 カワイ ヨウスケ
186 佐藤 夢飛 サトウ ムンド
187 平沢 敦 ヒラサワ アツシ
188 洌崎 晃宏 スザキ アキヒロ
189 佐藤 昭彦 サトウ アキヒコ
190 黒瀬 章夫 クロセ アキオ
191 高橋 恭平 タカハシ キョウヘイ
192 横山 倫太郎 ヨコヤマ リンタロウ
193 大森 慎也 オオモリ シンヤ
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194 竹尾 雄宇 タケオ ユウ
195 槇枝 大地 マキエダ ダイチ
196 増田 哲哉 マスダ テツヤ
197 守屋 航汰 モリヤ コウタ
198 渡會 薫 ワタライ カオル
199 遠藤 靖大 エンドウ ヤスヒロ
200 根岸 隼都 ネギシ ハヤト
201 冨田　将光 トミダ　マサミツ
202 大工原　駿之介 ダイクハラ　シュンノスケ
203 小柳　颯人 コヤナギ　ハヤト
204 土居 良至 ドイ ヨシユキ
205 吉川 省司 キチカワ ショウジ
206 佐田 紅貴 サダ コウキ
207 宮田 佳祐 ミヤタ ケイスケ
208 榎本 龍 エノモト リュウ
209 永井 寛 ナガイ ヒロシ
210 宇崎 賢二 ウザキ ケンジ
211 島村 伸一 シマムラ シンイチ
212 永金 こうすけ ナガカネ コウスケ
213 鈴木 貴士 スズキ タカシ
214 岡田 宏 オカダ ヒロシ
215 土田 真慶 ツチダ マサヨシ
216 岡本　 宏 オカモト ヒロシ
217 宮村 達弥 ミヤムラ タツヤ
218 長澤　健 ナガサワ タケシ
219 今野　昇 コンノ ノボル
220 長谷川 尚登 ハセガワ ナオト
221 梨木 満 ナシキ ミチル
222 茂森 優貴 シゲモリ ユウキ
223 山岡 貴雄 ヤマオカ タカオ
224 ヨシノ　アサヒ ヨシノ　アサヒ
225 セタ　カズマ セタ　カズマ
226 堀内　雅敏 ホリウチ　マサトシ
227 北野　尚人 キタノ　ナオヒト
228 白石　陽介 シライシ　ヨウスケ
229 髙橋　雄一 タカハシ　ユウイチ
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