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501 深石　新大 ﾌｶｲｼ ｱﾗﾀ 城北中学校 男子中学生長野県

502 町田　満敬 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾉﾘ 男子中学生埼玉県

503 町田　満宏 ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾋﾛ 男子中学生埼玉県

504 轟　仁汰 ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾞﾝﾀ 城北中学校 男子中学生長野県

505 山口　渡史樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 山ノ内中学 男子中学生長野県

506 深石　叶大 ﾌｶｲｼ ｶﾅﾀ 城北中学校 男子中学生長野県

507 池田　大輝 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 山ノ内中学 男子中学生長野県

508 岸本　莞爾 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 長野日本大学中学校 男子中学生長野県

509 竹葉　隆之介 ﾀｹﾊﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子中学生東京都

510 岡村　颯太 ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 城南中学校 男子中学生長野県

511 山本　生吹 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 木島平中スキー部 男子中学生長野県

512 山本　隆太 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 木島平中スキー部 男子中学生長野県

513 畔上　蒼野 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｿｳﾔ 野沢温泉中学校スキー部 男子中学生長野県

514 池田　旭陽 ｲｹﾀﾞ ｱｻﾋ 野沢温泉中学校スキー部 男子中学生長野県

515 森　星七 ﾓﾘ ｾﾅ 野沢温泉中学校スキー部 男子中学生長野県

516 村山　未来翔 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｷﾄ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 男子中学生長野県

517 服部　真仁 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾋﾄ 城南中学校スキー部 男子中学生長野県

518 山﨑　宏 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ 城南中学校スキー部 男子中学生長野県

519 岡田　龍樹 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂｷ 城南中学校スキー部 男子中学生長野県

520 髙橋　優太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ 城南中学校スキー部 男子中学生長野県

521 丸山　拓人 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 城南中学校スキー部 男子中学生長野県

522 岡田　龍介 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 新井高校 男子高校生新潟県

523 臼山　秀明 ｳｽﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 常総高校 男子高校生茨城県

524 佐藤　汰祐 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

525 黒岩　桔平 ｸﾛｲﾜ ｷｯﾍﾟｲ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

526 森　稟桜 ﾓﾘ ﾘｵ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

527 徳竹　佑哉 ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾔ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

528 宮入　俊輔 ﾐﾔｲﾘ ｼｭﾝｽｹ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

529 吉池　泰一 ﾖｼｲｹ ﾀｲﾁ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

530 稲田　結矢 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳﾔ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

531 佐藤　秀 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾙ 中野立志館高校スキー部 男子高校生長野県

532 町田　朝陽 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 白馬高校スキー部 男子高校生長野県

533 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ 白馬高校スキー部 男子高校生長野県

534 池田　遼一 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

535 小島　海翔 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

536 沼田　渉聖 ﾇﾏﾀ ｱﾕﾄ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

537 岡田　滉樹 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

538 大日方　彩吹 ｵﾋﾞﾅﾀ ｲﾌﾞｷ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

539 笠間　莉斗 ｶｻﾏ ﾘﾄ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

540 串橋　祐次郎 ｸｼﾊｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

541 久保田　八雲 ｸﾎﾞﾀ ﾔｸﾓ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

542 大宮　魁和 ｵｵﾐﾔ ｶｲﾄ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

543 栗林　虎太郎 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｺﾀﾛｳ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

544 富井　福太 ﾄﾐｲ ﾌｸﾀ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

545 前田　志颯 ﾏｴﾀﾞ ｼﾘｭｳ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

546 山﨑　叶太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾀﾛｳ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

547 小野沢　秀太 ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

548 久保田　康太郎 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

549 眞正　蓮 ｼﾝｼｮｳ ﾚﾝ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

550 鈴木　一世 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾂｸﾞ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県
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551 鈴木　大翔 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

552 西方　遥人 ﾆｼｶﾀ ﾊﾙﾄ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

553 横沢　雄咲 ﾖｺｻﾜ ﾕｳｻｸ 飯山高校スキー部 男子高校生長野県

554 星野　佑槙 ﾎｼﾉ ﾕｳﾏ 東洋大学 男子29歳以下新潟県

555 落合　優真 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾏ 東洋大学 男子29歳以下新潟県

556 平田　翔斗 ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾄ 専修大学 男子29歳以下神奈川県

557 長岡　歓平 ﾅｶﾞｵｶ ｶﾝﾍﾟｲ 専修大学 男子29歳以下神奈川県

558 星川　心之介 ﾎｼｶﾜ ｼﾝﾉｽｹ 明治大学 男子29歳以下東京都

559 白井　良明 ｼﾗｲ ﾖｼｱｷ 東京工業大学 男子29歳以下東京都

560 坂井　冠太 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 専修大学 男子29歳以下神奈川県

561 北島　卓 ｷﾀｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ 信州大学 男子29歳以下長野県

562 柴田　優也 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 明治大学 男子29歳以下山形県

563 田村　一磨 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 明治大学 男子29歳以下新潟県

564 小笠原　舜 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼｭﾝ 専修大学 男子29歳以下神奈川県

565 鏑木　光 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾋｶﾘ 男子29歳以下群馬県

566 福原　健太 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 東洋大学 男子29歳以下新潟県

567 山川　走 ﾔﾏｶﾜ ｶｹﾙ 東洋大学 男子29歳以下新潟県

568 小林　風太 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 東京工業大学 男子29歳以下千葉県

569 久保　飛雅 ｸﾎﾞ ﾋｭｳｶﾞ 専修大学 男子29歳以下神奈川県

570 松本　祥汰 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾀ 専修大学 男子29歳以下群馬県

571 藤本　航平 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳﾍｲ 明治大学 男子29歳以下北海道

572 成澤　啓汰 ﾅﾙｻﾜ ｹｲﾀ 明治大学 男子29歳以下長野県

573 関　綜一郎 ｾｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 明治大学 男子29歳以下東京都

574 村岡　瑛介 ﾑﾗｵｶ ｴｲｽｹ 東京工業大学 男子29歳以下神奈川県

575 古市　惇朗 ﾌﾙｲﾁ ｱﾂﾛｳ 東京工業大学 男子29歳以下東京都

576 山村　優太 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 東京工業大学 男子29歳以下神奈川県

577 村上　颯汰 ﾑﾗｶﾐ ｿｳﾀ 信州大学 男子29歳以下長野県

578 村山　祐泉 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｲ 男子29歳以下新潟県

579 山本　大晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 日本体育大学 男子29歳以下新潟県

580 千野　竜河 ﾁﾉ ﾘｮｳｶﾞ 明治大学 男子29歳以下長野県

581 小林　海斗 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ALP SKI TEAM 男子29歳以下長野県

582 臼山　利明 ｳｽﾔﾏ ﾄｼｱｷ 東京海洋大学 男子29歳以下茨城県

583 今井　祐輔 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 東京工業大学 男子29歳以下神奈川県

584 渡辺　大智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 篠ノ井総合病院 男子29歳以下長野県

585 馬場　直人 ﾊﾞﾊﾞﾅｵﾄ 中野土建スキークラブ 男子29歳以下長野県

586 加藤　寛治 ｶﾄｳ ｶﾝｼﾞ 東京工業大学 男子29歳以下神奈川県

587 関原　智生 ｾｷﾊﾗ ﾄﾓｷ 男子29歳以下新潟県

588 中矢　大和 ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ ＳＡＫＵ乱 男子29歳以下長野県

589 木原　渉 ｷﾊﾗ ﾜﾀﾙ 男子29歳以下長野県

590 牛越　智志 ｳｼｺｼ ｻﾄｼ 男子29歳以下長野県

591 藤岡　光彦 ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾂﾋｺ 男子29歳以下長野県

592 小田切　将真 ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾏ 男子29歳以下長野県

593 市川　祐介 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｽｹ 男子29歳以下長野県

594 吉川　優也 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾔ ＪＡにいがた南蒲 男子29歳以下新潟県

595 川俣　隼也 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久市陸上競技協会 男子29歳以下長野県

596 大谷　和哉 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 男子29歳以下群馬県

597 上村　亮介 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ ＴＥＡＭ　ＴＨＲＯＢ 男子30代長野県

598 宮崎　守 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾓﾙ 男子30代新潟県

599 松村　和俊 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 男子30代長野県

600 鷹野　雅央 ﾀｶﾉ ﾏｻｵ 男子30代長野県
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601 野口　誉継 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾂｸﾞ 中野立志館高校 男子30代長野県

602 松島　和彦 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 東谷山レーシング 男子30代愛知県

603 下木　翼 ｼﾓｷ ﾂﾊﾞｻ 男子30代石川県

604 池田　友基 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 男子30代長野県

605 尾崎　紘太朗 ｵｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ ラッセル隊 男子30代愛知県

606 本山　章教 ﾓﾄﾔﾏ ｱｷﾉﾘ ＩＲＣ 男子30代長野県

607 黒岩　高志 ｸﾛｲﾜ ﾀｶｼ 男子30代長野県

608 島村　伸太郎 ｼﾏﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子30代長野県

609 中澤　俊文 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 小諸ランナーズ 男子40代長野県

610 子安　亮太 ｺﾔｽ ﾘｮｳﾀ 男子40代長野県

611 山崎　高広 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 男子40代長野県

612 小林　康弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 男子40代長野県

613 池田　泰久 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋｻ Ｔｅａｍ　池田 男子40代長野県

614 大草　健史 ｵｵｸｻ ﾀｹｼ 男子40代長野県

615 中島　哲也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 男子40代長野県

616 内川　博喜 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ りきちゃんず 男子40代長野県

617 齋藤　真彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 男子40代長野県

618 千野　健介 ﾁﾉ ｹﾝｽｹ ＳＳＫ 男子40代埼玉県

619 関屋　賢介 ｾｷﾔ ｹﾝｽｹ 男子40代長野県

620 細萱　裕樹 ﾎｿｶﾞﾔ ﾋﾛｷ 第４分団 男子40代長野県

621 荻原　裕樹 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 野沢温泉村体協 男子40代長野県

622 庄司　英貴 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子40代山梨県

623 岸本　俊朗 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝﾛｳ 男子40代長野県

624 松林　洋志 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 男子40代長野県

625 田中　耕造 ﾀﾅｶ ｺｳｿﾞｳ ＳＫＹＮＩＮＪＡ 男子40代長野県

626 山崎　彰律 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾉﾘ 男子40代埼玉県

627 坂本　明彦 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋｺ 男子40代大阪府

628 竹葉　良太郎 ﾀｹﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子40代東京都

629 林　健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ まらくら 男子40代長野県

630 小諸　信宏 ｺﾓﾛ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男子40代千葉県

631 河野　晃久 ｺｳﾉ ｱｷﾋｻ 野沢温泉村体協陸上部 男子40代長野県

632 高橋　泰史 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 男子40代茨城県

633 藤井　拓也 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾔ 計測工房 男子40代東京都

634 たかの　ともひろ ﾀｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子40代長野県

635 小島　正史 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｼ 男子40代群馬県

636 岡田　裕也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 安曇野無所属 男子40代長野県

637 森　知弘 ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 野沢温泉村体協陸上部 男子40代長野県

638 倉根　幸雄 ｸﾗﾈ ﾕｷｵ 男子40代長野県

639 山口　文久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｻ 神科自動車鈑金 男子40代長野県

640 井川　大輔 ｲｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ おぢやファイトクラブ 男子40代新潟県

641 三沢　幸男 ﾐｻﾜ ﾕｷｵ コントユニット青点滅 男子40代長野県

642 馬場　大輔 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 戸隠からだぷらす 男子40代長野県

643 池田　勝宏 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 野沢温泉村体協陸上部 男子40代長野県

644 栗林　光彦 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 男子40代長野県

645 大塚　浩司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 北信濃トレイルフリークス 男子40代長野県

646 髙橋　幸一郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 飯山高校スキー部 男子40代長野県

647 久保田　真一郎 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 飯山高校スキー部 男子40代長野県

648 山下　栄治 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞ 男子50代静岡県

649 羽生田　覚 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｻﾄﾙ 中島製作所 男子50代長野県

650 小林　敬一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子50代長野県
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651 徳武　敏明 ﾄｸﾀｹ ﾄｼｱｷ 男子50代長野県

652 荻原　健 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 男子50代新潟県

653 中村　貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 男子50代新潟県

654 城下　晃 ｼﾛｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 男子50代長野県

655 石井　聖文 ｲｼｲ ｾｲﾌﾞﾝ 長野県警察 男子50代長野県

656 前田　友行 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 男子50代神奈川県

657 萱津　寛章 ｶﾔﾂ ﾋﾛｱｷ 上水内陸協 男子50代長野県

658 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 飯山市役所ＲＣ終了兵 男子50代長野県

659 丸山　豊文 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾖﾌﾐ ＳＡＫＵ乱 男子50代長野県

660 堀内　俊雄 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｵ 男子50代長野県

661 池田　秀人 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 男子50代長野県

662 住田　賢俊 ｽﾐﾀﾞ ﾀｶﾄｼ インサイドアウト 男子50代神奈川県

663 野崎　高光 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾐﾂ ＪＥＣ 男子50代長野県

664 沼野　哲也 ﾇﾏﾉ ﾃﾂﾔ 男子50代静岡県

665 渕上　昭男 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱｷｵ 宇宙選抜 男子50代千葉県

666 赤羽　久樹 ｱｶﾊ ﾋｻｷ 男子50代長野県

667 岡村　克人 ｵｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾄ 男子50代新潟県

668 宮入　芳幸 ﾐﾔｲﾘ ﾖｼﾕｷ 男子50代長野県

669 永井　左千夫 ﾅｶﾞｲ ｻﾁｵ シーエナジー 男子50代長野県

670 山口　辰也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 山ノ内町社協 男子50代長野県

671 嘉部　勝喜 ｶﾍﾞ ｶﾂｷ 大星ビル管理 男子50代長野県

672 内山　隆徳 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 男子50代新潟県

673 武藤　実 ﾑﾄｳ ﾐﾉﾙ カナガワクラブ 男子60歳以上埼玉県

674 黒岩　龍也 ｸﾛｲﾜ ﾀﾂﾔ 男子60歳以上長野県

675 吉野　隆 ﾖｼﾉ ﾀｶｼ 男子60歳以上新潟県

676 永髙　道徳 ｴｲﾀｶ ﾐﾁﾉﾘ 宴会隊熟年部 男子60歳以上新潟県

677 関屋　宏昭 ｾｷﾔ ﾋﾛｱｷ 男子60歳以上東京都

678 穴沢　保 ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ 男子60歳以上新潟県

679 篠原　正一 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ 爆走楽笑会 男子60歳以上長野県

680 向田　真一 ﾑｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 飛騨山岳会 男子60歳以上岐阜県

681 星野　正仁 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾄ 男子60歳以上新潟県

682 岩田　賢一 ｲﾜﾀ ｹﾝｲﾁ 小田原走ろう会 男子60歳以上神奈川県

683 笠島　浩孝 ｶｻｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 男子60歳以上福井県

684 里中　久志 ｻﾄﾅｶ ﾋｻｼ 男子60歳以上静岡県

685 丸山　和典 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ シーテック 男子60歳以上長野県

686 山本　富士雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞｵ おじんぎ堂 男子60歳以上山梨県

687 田中　秀英 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾌｻ ＴＥＡＭ顔振 男子60歳以上東京都

688 大島　義夫 ｵｵｼﾏ ﾖｼｵ 葛生アスリート 男子60歳以上栃木県

689 青田　貞利 ｱｵﾀ ｻﾀﾞﾄｼ 笹川なずな工房 男子60歳以上千葉県
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801 山室　果鈴 ﾔﾏﾑﾛ ｶﾘﾝ 城北中 女子中学生長野県

802 木内　絢花 ｷｳﾁ ｱﾔｶ 飯山城北中学校 女子中学生長野県

803 齊藤　里莉奈 ｻｲﾄｳ ﾘﾘﾅ 城北中学校 女子中学生長野県

804 栗林　ののは ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾉﾉﾊ 城北中学校 女子中学生長野県

805 青木　倫乃 ｱｵｷ ﾘﾉ 城北中 女子中学生長野県

806 青木　倖乃 ｱｵｷ ｺﾉ 城北中 女子中学生長野県

807 増田　彩乃 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔﾉ 埼玉ランニングクラブ 女子中学生埼玉県

808 小林　寧音 ｺﾊﾞﾔｼ ﾈｵﾝ 城北中学校 女子中学生長野県

809 石川　優菜 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾅ 城南中学校スキー部 女子中学生長野県

810 伊東　咲幸 ｲﾄｳ ｻﾕｷ 城南中学校スキー部 女子中学生長野県

811 篠原　春華 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾙｶ 城南中学校スキー部 女子中学生長野県

812 荻原　咲良 ｵｷﾞﾜﾗ ｻﾗ 野沢温泉中学校スキー部 女子中学生長野県

813 坂本　季花 ｻｶﾓﾄ ｷｯｶ 飯山ｼﾞｬﾝﾌﾟ少年団 女子中学生長野県

814 川村　美沙都 ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ 野沢温泉中学校スキー部 女子中学生長野県

815 河野　若穂 ｺｳﾉ ﾜｶﾎ 野沢温泉中学校スキー部 女子中学生長野県

816 富井　和歩子 ﾄﾐｲ ﾜﾎｺ 野沢温泉中学校スキー部 女子中学生長野県

817 山田　桃子 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 木島平中スキー部 女子中学生長野県

818 和田　亜海 ﾜﾀﾞ ｱﾐ 木島平中スキー部 女子中学生長野県

819 森　美心 ﾓﾘ ﾐｺ 木島平中スキー部 女子中学生長野県

820 大日方　琴音 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺﾄﾈ 飯山市立城北中学校スキ 女子中学生長野県

821 服部　心咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 城南中学校 女子中学生長野県

822 小林　華蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾚﾝ ROCKTAPE 女子高校生長野県

823 佐藤　遥 ｻﾄｳ ﾊﾙｶ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

824 鈴木　もえ ｽｽﾞｷ ﾓｴ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

825 山﨑　優風 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｶ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

826 山中　夢華 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾒｶ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

827 小坂　璃彩 ｺｻｶ ﾘｻ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

828 小島　弥星 ｺｼﾞﾏ ﾐﾎｼ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

829 髙橋　幸由実 ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾐ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

830 髙橋　実楽 ﾀｶﾊｼ ﾐﾗ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

831 野口　愛莉 ﾉｸﾞﾁ ｱｲﾘ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

832 松沢　意 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｺﾛ 飯山高校スキー部 女子高校生長野県

833 佐藤　笑瑠 ｻﾄｳ ｴﾙ 中野立志館高校スキー部 女子高校生長野県

834 竹節　優菜 ﾀｹﾌｼ ﾕｳﾅ 中野立志館高校スキー部 女子高校生長野県

835 小林　百々果 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 中野立志館高校スキー部 女子高校生長野県

836 高橋　莉織 ﾀｶﾊｼ ﾘｵ 白馬高校スキー部 女子高校生長野県

837 小林　真緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｵ 白馬高校スキー部 女子高校生長野県

838 森　かのん ﾓﾘ ｶﾉﾝ 白馬高校スキー部 女子高校生長野県

839 中村　安寿 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝｼﾞｭ 株式会社ショウワ 女子29歳以下長野県

840 小林　千佳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶ 長野日野自動車スキーク 女子29歳以下長野県

841 高橋　友理奈 ﾀｶﾊｼﾕﾘﾅ オリエンティア軍団 女子29歳以下長野県

842 滝沢　こずえ ﾀｷｻﾞﾜ ｺｽﾞｴ フォーカスシステムズ 女子29歳以下長野県

843 高橋　彩女 ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾒ 女子29歳以下長野県

844 長野　安那 ﾅｶﾞﾉ ｱﾝﾅ ALP SKI TEAM 女子29歳以下長野県

845 田中　ユリエ ﾀﾅｶ ﾕﾘｴ 女子30代北海道

846 河野　莉沙 ｺｳﾉ ﾘｻ 女子30代長野県

847 松岡　光代 ﾏﾂｵｶ ﾐﾂﾖ 女子30代長野県

848 池田　祐子 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 女子40代長野県

849 三間　美恵子 ﾐﾂﾏ ﾐｴｺ 女子40代長野県

850 山田　清香 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔｶ 女子40代新潟県
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851 高橋　瑞恵 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｴ 女子40代長野県

852 松村　若葉 ﾏﾂﾑﾗ ﾜｶﾊﾞ 女子40代長野県

853 井上　海埜哩 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾘ 富士空界 女子40代静岡県

854 小林　あけみ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｹﾐ 女子40代長野県

855 栗原　千乃 ｸﾘﾊﾗ ﾁﾉ 葛生アスリート 女子40代栃木県

856 林　詩恵 ﾊﾔｼ ｳﾀｴ 女子40代神奈川県

857 高田　裕子 ﾀｶﾀ ﾕｳｺ ＩＲＣ 女子50代長野県

858 箱田　朋子 ﾊｺﾀﾞ ﾄﾓｺ 女子50代神奈川県

859 阿久津　直美 ｱｸﾂ ﾅｵﾐ 女子50代神奈川県

860 片桐　久美 ｶﾀｷﾞﾘ ｸﾐ 女子50代長野県

861 平岡　千春 ﾋﾗｵｶ ﾁﾊﾙ ＴＥＡＭ　ＴＨＲＯＢ 女子50代長野県

862 今井　三枝子 ｲﾏｲ ﾐｴｺ 女子50代長野県

863 池上　美沙子 ｲｹｶﾞﾐ ﾐｻｺ ＴＥＡＭ顔振 女子50代東京都

864 萱津　理佳 ｶﾔﾂ ﾘｶ ◆ちーむ萱津◆ 女子50代長野県

865 千石　陽子 ｾﾝｺﾞｸ ﾖｳｺ 女子50代富山県

866 船橋　美雪 ﾌﾅﾊｼ ﾐﾕｷ 女子50代富山県

867 渕上　由美子 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾕﾐｺ 女子60歳以上千葉県

868 関　理恵 ｾｷ ﾘｴ 湯宿せきや 女子60歳以上長野県

869 吉川 　ひとみ ﾖｼｶﾜ ﾋﾄﾐ 女子60歳以上愛知県

870 宮澤 　智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ チームのこのこ 女子60歳以上長野県

871 内川 　祥子 ｳﾁｶﾜ ﾖｳｺ 女子60歳以上長野県


