
2022/4/3
第２０回チャレンジカップ　第２戦 野沢大会　GＳＬ　スタートリスト

オープン女子
Bib 氏名 県　名 所　属　名

1 山口 留波 神奈川 バディスポーツ幼児園
2 中田 彩良 千　葉 市川ｷｯｽﾞｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰ
3 谷 梅圭 横　浜 BURST-YOKOHAMA
4 田中 月乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA
5 関川 寧桜 東　京 ICI石井スキークラブ
6 村山 恵吏加 東　京 ICI石井スキークラブ
7 川嶋 彩恵 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
8 中田 瑞希 千　葉 市川ｷｯｽﾞｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰ
9 宮澤 伶菜 東　京 文京区林町小学校

10 関川 翠桜 東　京 ICI石井スキークラブ
11 岡田 桃佳 北海道 Balance up
12 丸山 心音 小田原 アールベルグ
13 平野 沙織 逗　子 ショーナンキッズ
14 宝山 延愛 学　連 玉川大学
15 小原 光貴 神奈川 バディスポーツ幼児園

オープン男子
16 恩田 昊周 相模原 スキークラブ・カメ
17 石垣 吉康 神奈川 ＵＳＲ
18 小島 徹也 横　浜 RED BIB
19 岡本 潤 神奈川 Balance up
20 酒田 一輝 横　浜 BURST-YOKOHAMA
21 荒瀬 翔大 東　京 Ziel Tokyo
22 西岡 虎以 横　浜 K-Power
23 長嵐 由晟 東　京 バディスキークラブ
24 恩田 千瑛 相模原 スキークラブ・カメ
25 小島 永大 横　浜 RED BIB
26 小柏 孝太 横　浜 BURST-YOKOHAMA
27 漆畑 亘星 横　浜 BURST-YOKOHAMA
28 坂井 鉄生 福　井 勝山レーシング
29 畑下 真之介 福　井 勝山Jrｽｷｰﾚｰｼﾝｸﾞ
30 林 璃旺 愛　知 Racing - H
31 山口 礼滝 横　浜 BURST-YOKOHAMA
32 小島 綾真 横　浜 RED BIB
33 藤井 房之介 埼　玉 熊谷西小学校
34 吉田 拓真 藤　沢 横浜国大附鎌倉小学校
35 山口 礼恩 横　浜 BURST-YOKOHAMA
36 田代 雅紋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ケ崎
37 村山 雄飛 東　京 ICI石井スキークラブ
38 中澤 亮 東　京 聖ヨゼフ学園小学校
39 岡本 昂己 逗　子 ショーナンキッズ
40 川嶋 佑弥 神奈川 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ
41 金子 一彦 逗　子 ショーナンキッズ
42 河村 弘隆 東　京 日立ソリューションズ
43 高峰 康 東　京 チーム椎名町
44 平野 稔和 逗　子 ショーナンキッズ
45 渡邊 佳洋 横　浜 横浜スベロー会
46 中澤 伸昭 東　京 大田区
47 藤澤 明 埼　玉 Balance up
48 難波 崇 東　京 港区
49 林 達彦 愛　知 Racing - H
50 保田 朋秀 神奈川 ゴジラ滑降隊
51 成瀬 龍一 横　浜 横浜スベロー会
52 大森 雄介 山　梨 Balance up
53 人見 俊一郎 川　崎 ＪＦＥスチール
54 藤原 嶺馬 学　連 日本大学
55 保田 夢斗 神奈川 ゴジラ滑降隊



ポイント女子
56 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校
57 黒川 悠文 鎌　倉 三菱電機大船スキー部
58 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会
59 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマン
60 福井 利菜 逗　子 ショーナンキッズ
61 世良 利香 川　崎 富士通スキー部
62 貝原 萌衣 高体連 桐蔭学園高校
63 西嶋 照紗 逗　子 ショーナンキッズ
64 太田 慧南 埼　玉 川越レーシングＳＣ
65 弦巻 佳夢 逗　子 ショーナンキッズ
66 加藤 レイネ 横　浜 横浜スポーツマン
67 立野 里佳 東　京 ﾃﾞｨｯﾌﾟｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ポイント男子
68 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそうスキー部
69 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ
70 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマン
71 岡本 晋二郎 厚　木 スノーフレイクスＳＣ
72 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ
73 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ
74 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川スキー部
75 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ
76 正西 賢将 高体連 桐蔭学園高校
77 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
78 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ
79 中村 拓真 中体連 桐光学園中学
80 戸祭 修平 神奈川 川崎市
81 槻橋 正峰 秦　野 日立ESDスキークラブ
82 世良 雄一郎 川　崎 MOTION
83 川嶋 克幸 神奈川 篠原ジュニアレーシン
84 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ
85 畑 国博 横　浜 横浜スベロー会
86 阿良田 康浩 東　京 足立区
87 岡本 拓巳 中体連 桐蔭中教中学
88 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ
89 岡村 一彦 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
90 三浦 創 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
91 栂野 僚 神奈川 慶應ラシャールＳＣ
92 永島 正時 川　崎 三菱ふそうスキー部
93 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所
94 高野 拓也 川　崎 東芝スキークラブ
95 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部
96 中村 悠真 横　浜 横浜ペガサスＳＣ
97 岡本 典之 逗　子 ショーナンキッズ
98 深澤 潤 川　崎 三菱ふそうスキー部
99 近藤 浩道 相模原 スキークラブ・カメ

100 庄司 哲也 静　岡 ローヤル
101 高峰 悠 東　京 慶應義塾大学ﾗ･ｼｬｰﾙ
102 松村 瑛一郎 神奈川 横浜市
103 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会
104 畑下 悠真 福　井 勝山Ｊｒレーシング
105 早川 英明 横　浜 横浜スベロー会
106 松澤 隼人 神奈川 藤沢市
107 山口 礼夢 横　浜 BURST-YOKOHAMA
108 加藤 順一 横　浜 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
109 淺子 慧太朗 川　崎 ウィ！！スキークラブ
110 馬場 正義 神奈川 横浜市
111 丹 正彦 神奈川 横浜市
112 梶田 素光 愛　知 アポプレキシアＳＴ
113 庄司 拓馬 静　岡 裾野市



114 木村 嘉秀 横　浜 クラブ・ド・ネージュ
115 山口 元章 大　阪 ＩＢＳスキークラブ
116 一木 拓哉 東　京 港スキー倶楽部
117 三久保 圭浩 学　連 神奈川大学体育会
118 柚木 裕明 埼　玉 チームラッシュ
119 前田 航 中体連 桐蔭中教中学
120 大村 修輝 横　浜 横浜スポーツマンクラ
121 三浦 崇二郎 横　浜 横浜スベロー会
122 大塚 陽向 東　京 世田谷区立千歳中学


