
K1女子 金田　愛莉 カネダ　アイリ 2009/12/16 12 埼玉県 リベルタＲＣ ﾘﾍﾞﾙﾀRC
K1女子 木村　夏浦 キムラ　カホ 2010/06/16 11 埼玉県 さいたま市立美園小学校 ｻｲﾀﾏｼﾘﾂﾐｿﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1女子 村上　凛々子 ムラカミ　リリコ 2009/06/11 12 埼玉県 川越レーシング ｶﾜｺﾞｴﾚｰｼﾝｸﾞ
K1女子 森田　真舞 モリタ　マイ 2009/09/03 12 埼玉県 ダイトーＳＣ ﾀﾞｲﾄｰSC
K1女子 鈴木 翔温 スズキ カノン 2010/05/07 11 神奈川県 洗足学園小学校 ｾﾝｿﾞｸｶﾞｸｴﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1女子 原 美空乃 ハラ ミソノ 2010/04/09 11 神奈川県 BURST YOKOHAMA ﾊﾞｰｽﾄﾖｺﾊﾏ
K1女子 古川 愛子 フルカワ アイコ 2009/07/30 12 神奈川県 川和東小学校 ｶﾜﾜﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1女子 丸山 心音 マルヤマ ココネ 2009/07/31 12 神奈川県 アールベルグ ｱｰﾙﾍﾞﾙｸﾞ
K1女子 柳瀬 琴遥 ヤナセ コハル 2009/10/25 12 神奈川県 横浜スベロー会 ﾖｺﾊﾏｽﾍﾞﾛｰｶｲ
K1女子 高橋 成 タカハシ ナル 2010/03/08 11 長野県 飯山小学校 ｲｲﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1女子 垣原 麻理 カキハラ マリ 2009/10/29 12 東京都 苗場ﾍﾞｰｼｯｸ&ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ ﾅｴﾊﾞﾍﾞｰｼｯｸｱﾝﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
K1女子 和田 衣未 ワダ エミ 2009/07/14 12 東京都 早稲田実業学校初等部 ﾜｾﾀﾞｼﾞﾂｷﾞｮｳｶﾞｯｺｳｼｮﾄｳﾌﾞ
K1女子 渡邉 真白 ワタナベ マシロ 2009/11/05 12 栃木県 ハンターマウンテン ﾊﾝﾀｰﾏｳﾝﾃﾝ
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K1男子 石川　竜大 イシカワ　リュウタ 2010/11/08 11 埼玉県
K1男子 大澤　優 オオサワ　ユウ 2009/04/30 12 埼玉県 埼玉県秩父市立原谷小学校 ﾁﾁﾌﾞｼﾘﾂﾊﾗﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 大野　正敬 オオノ　マサタカ 2009/05/25 12 埼玉県 西原小学校 ﾆｼﾊﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 加賀﨑勝之介 カガサキ　カツノスケ 2010/03/25 11 埼玉県 渋川スキージュニア ｼﾌﾞｶﾜｽｷｰｼﾞｭﾆｱ
K1男子 佐藤 海翔 サトウ カイト 2009/09/15 12 埼玉県 さいたま市立栄和小学校 ｻｲﾀﾏｼﾘﾂｻｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 佐藤　銀河 サトウ　ギンガ 2011/03/12 10 埼玉県 与野スキークラブ ﾖﾉｽｷｰｸﾗﾌﾞ
K1男子 髙久　天慈 タカク　デナリ 2010/02/18 12 埼玉県 リベルタＲＣ ﾘﾍﾞﾙﾀRC
K1男子 藤井　房之介 フジイ　フサノスケ 2010/10/08 11 埼玉県 熊谷西小学校 ｸﾏｶﾞﾔﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 佐藤 沙是 サトウ サジ 2010/12/18 11 新潟県 湯之谷JRC ﾕﾉﾀﾆｼﾞｪｲｱｰﾙｼｰ
K1男子 川嶋 佑弥 カワシマ ユウヤ 2009/04/13 12 神奈川県 篠原小 ｼﾉﾊﾗｼｮｳ
K1男子 神保 光甫 ジンボ コウスケ 2010/08/03 11 神奈川県 横浜市立元街小学校 ﾖｺﾊﾏｼﾘﾂﾓﾄﾏﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 高橋 知也 タカハシ トモヤ 2009/06/01 12 神奈川県 スキークラブカメ ｽｷｰｸﾗﾌﾞｶﾒ
K1男子 田代 雅紋 タシロ ガモン 2009/12/24 12 神奈川県 スキーチーム茅ケ崎 ｽｷｰﾁｰﾑﾁｶﾞｻｷ
K1男子 田中 遼介 タナカ リョウスケ 2010/08/23 11 神奈川県 西梶ヶ谷小学校 ﾆｼｶｼﾞｶﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 弦巻 魁良 ツルマキ カイラ 2010/06/24 11 神奈川県 横浜市立川和東小学校 ｶﾜﾜﾋｶﾞｼｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 中村 心乃助 ナカムラ シンノスケ 2009/09/09 12 神奈川県 ショーナンキッズ ｼｮｰﾅﾝｷｯｽﾞ
K1男子 森川 海斗 モリカワ カイト 2010/06/30 11 神奈川県 BURST-YOKOHAMA ﾊﾞｰｽﾄﾖｺﾊﾏ
K1男子 山口 礼恩 ヤマグチ レオン 2010/01/23 12 神奈川県 BURST-YOKOHAMA ﾊﾞｰｽﾄﾖｺﾊﾏ
K1男子 吉田 拓真 ヨシダ タクマ 2010/06/29 11 神奈川県 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 ﾖｺﾊﾏｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｷｮｳｲｸｶﾞｸﾌﾞﾌｿﾞｸｶﾏｸﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 酒井 悠真 サカイ ユウマ 2010/09/25 11 長野県 戸狩小学校 ﾄｶﾞﾘｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 添田 咲太朗 ソエタ サクタロウ 2010/07/30 11 長野県 木島平小学校 ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 石丸 慧 イシマル ケイ 2011/02/24 11 東京都 武蔵丘小学校 ﾑｻｼｶﾞｵｶｼｮｳｶﾞｯｺｳ
K1男子 上田 ジャン ウエダ ジャン 2010/04/02 11 東京都 石井スポーツスキークラブ ｲｼｲｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
K1男子 大石 楓真 オオイシ フウマ 2010/07/29 11 東京都 杉並区スキー連盟 ｽｷﾞﾅﾐｸｽｷｰﾚﾝﾒｲ
K1男子 大木 悠嵩 オオキ ハルタカ 2010/02/24 12 東京都 バディスポーツクラブ ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
K1男子 小熊 健祐 オグマ ケンスケ 2009/12/17 12 東京都 アスペンスキークラブ ｱｽﾍﾟﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
K1男子 菊地 尚樹 キクチ ナオキ 2010/04/04 11 東京都 バディスポーツクラブ ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
K1男子 紅林 涼雅 クレバヤシ リョウガ 2009/07/18 12 東京都 カンダハートライブレーシング ｶﾝﾀﾞﾊｰﾄﾗｲﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ
K1男子 高田 一輝 タカダ カズキ 2009/08/31 12 東京都 東京スポーツマンクラブ ﾀｶﾀﾞｶｽﾞｷ
K1男子 董 文道 トウ モンド 2009/10/30 12 東京都 石井スポーツスキークラブ ｲｼｲｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
K1男子 村山 雄飛 ムラヤマ ユウト 2009/07/31 12 東京都 石井スポーツスキークラブ ｲｼｲｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
K1男子 柳町 晴音 ヤナギマチ ハルト 2009/07/23 12 東京都 石井スポーツスキークラブ ｲｼｲｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
K1男子 吉田 充希 ヨシダ ミツキ 2009/10/21 12 東京都 石井スポーツスキークラブ ｲｼｲｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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K2女子 03020606 田邊 瑠南 ﾀﾅﾍﾞ ﾙﾅ 60918 群馬
K2女子 03020607 萩原 柚夏 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕﾅ 60803 群馬
K2女子 03020610 吉野 実和 ﾖｼﾉ ﾐﾜ 60821 群馬
K2女子 03022336 仁木 櫻子 ﾆｷ ｻｸﾗｺ 70407 埼玉
K2女子 03021617 福地 希夏 ﾌｸﾁ ﾉﾉｶ 80823 埼玉
K2女子 03022545 諸 明日香 ﾓﾛ ｱｽｶ 80121 埼玉
K2女子 03024164 阿部 花日未 アベ カヒミ 2007/08/11 14 山形県
K2女子 03022514 瀬戸山 実咲 セトヤマ ミサキ 2008/02/22 14 神奈川県
K2女子 03024553 弦巻 佳夢 ツルマキ カノン 2008/06/03 13 神奈川県
K2女子 03025063 西嶋 照紗 ニシジマ テレサ 2006/08/26 15 神奈川県
K2女子 03019129 林田 優希 ハヤシダ ユウキ 2006/08/26 15 神奈川県
K2女子 03017519 長野 蒼生 ナガノ アオイ 2006/12/06 15 千葉県
K2女子 03023698 石塚 千尋 イシヅカ チヒロ 2008/06/04 13 東京都
K2女子 03022571 菊地 優菜 キクチ ユウナ 2007/04/18 14 東京都
K2女子 03024699 池上 琴乃 イケガミ コトノ 2009/01/29 13 栃木県
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K2男子 03024468 小倉 陽向 オグラ ヒナタ 2008/04/11 13 愛知県
K2男子 03024550 田邊 快斗 ﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 群馬
K2男子 03022086 永井 友悠 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾊﾙ 群馬
K2男子 03021958 永井 真生 ﾅｶﾞｲ ﾏｵ 群馬
K2男子 03024552 星野 駆音 ﾎｼﾉ ｸｵﾝ 群馬
K2男子 03021961 三浦 一桔 ﾐｳﾗ ｲﾂｷ 群馬
K2男子 03024141 石川 太郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾛｳ 埼玉
K2男子 03020928 大澤 俊 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ 埼玉
K2男子 03022540 神田 樹 ｶﾝﾀﾞ ｲﾂｷ 埼玉
K2男子 03024769 小山 慶大 ｺﾔﾏ ｹｲﾀ 埼玉
K2男子 03020970 鈴木 琉生 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 埼玉
K2男子 03017588 長谷川 颯士 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｼ 埼玉
K2男子 03024771 早川 徹彦 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾋｺ 埼玉
K2男子 03024770 林 遼真 ハヤシ リョウマ 2009/03/25 12 埼玉県
K2男子 03022616 五十嵐 暖 イカラシ ダン 2007/10/17 14 山形県
K2男子 03024762 飯酒盃 祐輝 イサハイ ユウキ 2008/06/09 13 新潟県
K2男子 03024944 櫻井 蒔冬 サクライ マキト 2008/11/28 13 新潟県
K2男子 03020472 森 尊 モリ タケル 2006/09/13 15 新潟県
K2男子 03024387 青木 寛司 アオキ カンジ 2006/10/04 15 神奈川県
K2男子 03025143 浅子 慧太朗 アサコ ケイタロウ 2008/12/08 13 神奈川県
K2男子 03019563 石川 颯真 イシカワ サツマ 2007/03/21 14 神奈川県
K2男子 03022778 稲葉 健一郎 イナバ ケンイチロウ 2007/07/06 14 神奈川県
K2男子 03024605 大村 修輝 オオムラ ヨシテル 2008/06/03 13 神奈川県
K2男子 03023743 佐藤 大介 サトウ ダイスケ 2006/05/26 15 神奈川県
K2男子 03024800 佐野 太一 サノ タイチ 2007/08/22 14 神奈川県
K2男子 03024407 髙岡 雄一郎 タカオカ ユウイチロウ 2006/01/30 16 神奈川県
K2男子 03023380 中村 拓真 ナカムラ タクマ 2006/07/28 15 神奈川県
K2男子 03024265 中村 悠真 ナカムラ ユウマ 2007/01/02 15 神奈川県
K2男子 03024805 前田 航 マエダ ゴウ 2008/08/01 13 神奈川県
K2男子 03023204 山口 礼夢 ヤマグチ ライム 2008/10/14 13 神奈川県
K2男子 03018168 高本 大地 タカモト ダイチ 2006/01/04 16 千葉県
K2男子 03024174 藤原 蓮 フジワラ レン 2008/03/18 13 大阪府
K2男子 03025186 安東 恭助 アンドウ キョウスケ 2009/03/29 12 東京都
K2男子 03025208 上田 廉 ウエダ レン 2008/05/12 13 東京都
K2男子 03024587 大塚 陽向 オオツカ ヒナタ 2008/11/19 13 東京都
K2男子 03024398 垣原 弘明 カキハラ ヒロアキ 2007/05/10 14 東京都
K2男子 03025078 加藤 博久 カトウ ヒロヒサ 2009/03/30 12 東京都
K2男子 03022948 小林 駿汰 コバヤシ ハヤタ 2007/04/18 14 東京都
K2男子 03022577 鈴木 蒼大 スズキ ソウタ 2007/12/09 14 東京都
K2男子 03022962 添野　 開仁 ソエノ カイト 2006/04/22 15 東京都
K2男子 03025132 高畠 陽希 タカバタケ ハルキ 2008/05/15 13 東京都
K2男子 03024047 鶴岡 陽 ツルオカ ヒナタ 2007/12/13 14 東京都
K2男子 03020757 松原 健 マツバラ ケン 2006/05/27 15 東京都
K2男子 03024700 足助 柊哉 アスケ シュウヤ 2009/01/13 13 栃木県
K2男子 03025014 三嶋 志歩 ミシマ シオ 2008/08/12 13 栃木県
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