
Bib 選手名 所属名 Bib 選手名 所属名
スキー 54 角谷 真治 アポプレ
ビギナーの部　男子 55 佐藤 功郎 シニアRC

1 青木 優明 56 永田 敏雄
2 北村 紘 57 久田 悟 スカイ

小学生（低学年以下の部）女子 58 杉浦 哲二 JTEKT
3 山本 結 明鏡SC 50歳以上の部　男子
4 藤田 葵衣 59 甘粕  洋一 トリイ
5 北村 葵 60 千葉 丈雄 アルペン

小学生（低学年以下の部）男子 61 後藤 政行 リベルテ
6 福島 幸成 明鏡SC 62 田村 政信 トヨタ自
7 藤田 宗太朗 63 瀧本 聖二 瀬戸
8 丹羽 統大 Doing 64 深谷 和広 JTEKT
9 伊藤 玲 一宮 65 奥野 健司 AISIN

小学生（高学年の部）女子 66 山本 浩 アルペン
10 西川 凜 67 桝 正和 トヨタ車体
11 西川 遙 68 山田 章人 豊田合成

小学生（高学年の部）男子 69 西峯 正
12 小池 正弘 明鏡SC 70 日比野 宏紀 エキスパー
13 松井 日南太 エリア 71 石田 竜太 トヨタ自
14 杉浦 健史 リベルテ 72 金谷 博司 エキスパー
15 仲 翔吾 40歳以上の部　男子
16 北村 慶 73 永田 直覚 アルペン

70歳以上の部　女子 74 佐藤 良樹 アポプレ
17 筒井 ちづ子 シニアRC 75 小谷 鉄平 MOST

60歳以上の部　女子 76 伊藤 千哉也 一宮
18 後藤 万由美 リベルテ 77 加藤 忠晴 Doing

50歳以上の部　女子 78 磯村 昌城 AISIN
19 澤田 令子 カトウ 79 岩田 貴博 豊田合成

40歳以上の部　女子 80 杉田 耕造 ロンサム
20 杉浦 香絵 リベルテ 81 勝見 亨 小牧

30歳未満の部　女子 82 伊東 直樹 JTEKT
21 林 弥貴 YMCA 83 田中 誠 安城
22 上原 水優 トヨタ自 84 酒井 泰彦 トヨタ自
23 成田 遥香 85 佐々木 真人 トヨタ自

中学生の部　女子 86 東垣内 雅和 トヨタ自
24 片山 瑞菜 明鏡SC 87 西川 靖 エリア
25 石野 菫 一宮 30歳以上の部　男子

高校生の部　女子 88 本田 俊行 ロンサム
26 磯村 日名子 高体連 89 丹羽 紹元 Doing
27 榊原 茅乃 明鏡SC 90 藤井 健輔 豊田合成
28 加藤 玲奈 明鏡SC 91 竹内 和也 豊田織機

70歳以上の部　男子 92 横江 修悦
29 三宅 博行 とぼね 30歳未満の部　男子
30 長谷川 勝 一宮 93 金谷 温琉
31 角 敏昭 シニアRC 94 安達 和志
32 宮原 寛信 小牧 95 成田 知秀
33 小田 勇 トヨタ車体 中学生の部　男子
34 筒井 孝二 シニアRC 96 福島 幸久 明鏡SC
35 井伊 次衝 シニアRC 97 山本 樹 明鏡SC
36 小林 民一 トヨタ車体 98 本多 峻 明鏡SC
37 好井 栄市 シニアRC 99 竹内 心
38 嶋倉 範夫 トヨタ車体 高校生の部　男子
39 西村 輝雄 シニアRC 100 沖谷 桔平 高体連
40 後藤 吉伸 リベルテ 101 加藤 進 高体連
41 曽我部 誠次郎 とぼね 102 マクニール 健 明鏡SC

60歳以上の部　男子 スノーボード
42 江縁 秀利 トヨタ車体 小学生（低学年以下の部）女子
43 澤田 敦則 カトウ 103 中西 紗弥
44 小川 茂 王子製紙 小学生（高学年の部）男子
45 國枝 宏之 アルペン 104 藤田 晃誠
46 引間 知明 王子製紙 40歳以上の部　女子
47 中神 文彦 YMCA 105 中西 亜矢
48 中根 克則 JTEKT 50歳以上の部　男子
49 中村 武男 豊田合成 106 松井 孝仁
50 田澤 幾雄 シニアRC 107 浅野 剛伸
51 杉浦 錠夫 リベルテ 40歳以上の部　男子
52 大矢 巧 エリア 108 桐戸 範和
53 南雲 考司 JTEKT 109 藤田 優
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