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3 切久保 香澄 キリクボ カスミ 長野県 指導員 4 百瀬 純平 モモセ ジュンペイ 北海道 指導員　 68 山田 椋喬 ヤマダ キョウスケ 東京都 １級
4 八木 志友 ヤギ シユウ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 5 松本 聖 マツモト ヒジリ 東京都 指導員　 69 蜂谷 友寛 ハチヤ トモヒロ 長野県 指導員　
7 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員 9 高橋 生季 タカハシ イブキ 北海道 指導員　 71 永田 大和 ナガタ ヤマト 学連 １級

11 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員 11 猪又 誠 イノマタ マコト 長野県 指導員　 73 関井 愛斗 セキイ マナト 北海道 準指
13 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 北海道 指導員 14 桑原 竜司 クワバラ リュウジ 福島県 ﾃｸﾆｶﾙ 76 武田 竜 タケダ リュウ 北海道 指導員　
15 飯塚 奈歩 イイヅカ ナホ 新潟県 指導員 18 酒井 拓也 サカイ タクヤ 新潟県 指導員　 77 眞坂 良弘 マサカ ヨシヒロ 秋田県 指導員　
19 川井 多瑛 カワイ タエ 神奈川県 ｸﾗｳﾝ 20 青木 哲也 アオキ テツヤ 新潟県 指導員　 78 吉田 海夢 ヨシダ カイム 埼玉県 １級
20 池邊 彩加 イケベ アヤカ 長野県 指導員 24 長澤 隆幸 ナガサワ タカユキ 山形県 指導員　 81 平野 亨 ヒラノ トオル 福島県 準指
24 伊東 沙樹 イトウ サキ 東京都 指導員 28 辻村 友寿 ツジムラ トモヒサ 滋賀県 指導員　 82 島野 順平 シマノ ジュンペイ 岐阜県 指導員　
25 渡邊 岬 ワタナベ ミサキ 新潟県 準指 30 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 北海道 ｸﾗｳﾝ 87 徳竹 剛 トクタケ ゴウ 長野県 指導員　
27 弥永 奈々 ヤナガ ナナ 滋賀県 指導員 31 土信田 拓人 トシダ タクト 長野県 指導員　 88 荒井 拓磨 アライ タクマ 神奈川県 指導員　
33 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員 33 竹澤 統己 タケサワ トオイ 岩手県 指導員　 89 唐沢 航希 カラサワ コウキ 長野県 準指
34 堀島 有紗 ホリシマ アリサ 岐阜県 １級 35 和田 拓海 ワダ タクミ 長野県 準指 90 土肥 真之輔 ドイ シンノスケ 富山県 指導員　
36 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級 36 石野 渓太 イシノ ケイタ 新潟県 準指 95 野家 卓也 ノエ タクヤ 北海道 指導員　
37 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員 37 須田 忠厚 スダ タダアツ 秋田県 準指 99 藤原 哲那 フジワラ テツナ 学連 ｸﾗｳﾝ
38 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員 40 出口 達稀 デグチ タツキ 学連 準指 100 和田 英真 ワダ エイマ 北海道 ｸﾗｳﾝ
41 齋藤 くる美 サイトウ クルミ 神奈川県 ﾃｸﾆｶﾙ 42 金子 祐大 カネコ ユウダイ 岐阜県 指導員　 103 森田 昂也 モリタ コウヤ 東京都 指導員　
45 太田 怜花 オオタ レイカ 学連 準指 44 田代 空 タシロ ソラ 新潟県 準指 105 高瀬 慎一 タカセ シンイチ 富山県 指導員　
46 樺澤 茉宝 カバサワ マホ 新潟県 準指 48 柏木 義之 カシワギ ヨシユキ 新潟県 指導員　 106 中野 聡 ナカノ サトル 東京都 指導員　
51 山口 夏未 ヤマグチ ナツミ 北海道 指導員 49 小林 仁 コバヤシ ヒトシ 長野県 指導員　 110 田嶋 大紀 タジマ ヒロキ 埼玉県 指導員　
52 石川 千尋 イシカワ チヒロ 埼玉県 指導員 51 石水 克友 イシミズ カツトモ 岐阜県 指導員　 112 津村 悠 ツムラ ユウ 長野県 指導員　
54 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員 52 安部 太一 アベ タイチ 宮城県 準指 113 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 新潟県 指導員　
57 佐藤 貴子 サトウ タカコ 新潟県 準指 53 野澤 蓮 ノザワ レン 北海道 １級 116 須川 尚樹 スガワ ナオキ 北海道 指導員　
61 神谷 菜々 カミヤ ナナ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 56 金田 龍河 カネダ リョウガ 山形県 ｸﾗｳﾝ 117 佐藤 秀明 サトウ ヒデアキ 新潟県 指導員　
62 黒木 玲名 クロキ レナ 岐阜県 １級 59 関口 大暉 セキグチ ダイキ 長野県 ﾃｸﾆｶﾙ 118 正木 大祐 マサキ ダイスケ 長野県 指導員　
63 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員 60 佐藤 栄一 サトウ エイイチ 新潟県 指導員　 120 加藤 広大 カトウ コウダイ 新潟県 指導員　
65 岡 樹香 オカ コノカ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 61 佐山 竜太 サヤマ リュウタ 北海道 準指 122 加藤 律 カトウ リツ 北海道 準指
66 中澤 笑里 ナカザワ エリ 学連 準指 64 岡田 慎 オカダ マコト 新潟県 指導員　 124 中村 浩章 ナカムラ ヒロアキ 神奈川県 指導員　
68 竹内 さんご タケウチ サンゴ 栃木県 ﾃｸﾆｶﾙ 66 冨田 哲 トミタ テツ 北海道 指導員　 126 園部 竜也 ソノベ リュウヤ 新潟県 １級
69 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員 67 飯塚 誠 イイヅカ マコト 新潟県 指導員　 129 奥村 駿 オクムラ シュン 京都府 指導員　
70 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 長野県 １級
73 米丘 愛実 ヨネオカ マナミ 富山県 指導員
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85 小森 彩未 コモリ アヤミ 北海道 指導員 158 鈴木 大智 スズキ ダイチ 北海道 指導員　 229 中西 乃彩 ナカニシ ダイア 富山県 指導員　
86 川畑 麻央 カワバタ マオ 大阪府 指導員 159 村上 恭太 ムラカミ キョウタ 石川県 指導員　 233 篠田 大輝 シノダ ダイキ 北海道 準指
87 押川 心 オシカワ ココロ 北海道 ｸﾗｳﾝ 163 笹岡 凌匠 ササオカ リク 北海道 ｸﾗｳﾝ 234 藤瀬 健太郎 フジセ ケンタロウ 埼玉県 指導員　
89 石水 愛 イシミズ アイ 岐阜県 指導員 166 原田 侑駿 ハラダ ユウマ 学連 ｸﾗｳﾝ 236 半田 翼 ハンダ ツバサ 長野県 指導員　
94 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 北海道 準指 168 渡部 浩司 ワタナベ コウジ 山形県 指導員　 237 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 北海道 指導員　

104 村井 七海 ムライ ナナミ 神奈川県 指導員 174 森 海人 モリ カイト 埼玉県 １級 239 関澤 徹 セキザワ トオル 北海道 指導員　
105 島田 愛弓 シマダ マナユ 埼玉県 指導員 175 栗山 太樹 クリヤマ ヒロキ 新潟県 指導員　 240 丸山 淳也 マルヤマ ジュンヤ 長野県 指導員　
106 清野 夏汀 セイノ ナギサ 山形県 準指 176 川尻 幸之介 カワジリ コウノスケ 富山県 準指 241 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 北海道 指導員　
109 髙橋 和花菜 タカハシ ワカナ 学連 １級 178 水口 雄太 ミズクチ ユウタ 富山県 指導員　 243 鈴木 翔 スズキ ツバサ 北海道 準指
113 小川 絵梨香 オガワ エリカ 岐阜県 準指 180 鶴井 靖之 ツルイ ヤスユキ 千葉県 指導員　 245 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 北海道 準指
115 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 北海道 準指 182 兼子 稔 カネコ ミノル 秋田県 指導員　 246 田中 頌平 タナカ ショウヘイ 長野県 指導員　
116 森田 優香 モリタ ユウカ 東京都 指導員 183 関原 威吹 セキハラ イブキ 学連 １級 247 大場 奨三 オオバ ショウゾウ 北海道 指導員　
117 山田 恵里 ヤマダ エリ 長野県 指導員 184 山野井 全 ヤマノイ ゼン 北海道 準指 250 飯塚 圭太 イイヅカ ケイタ 北海道 準指
118 森末 愛美 モリスエ マナミ 北海道 準指 186 青木 誠也 アオキ セイヤ 群馬県 準指 255 安達 郁朗 アダチ イクロウ 富山県 指導員　
121 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員 188 齊藤 泰英 サイトウ ヤスヒデ 東京都 指導員　 256 八重樫 圭一 ヤエガシ ケイイチ 長野県 指導員　
122 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員 189 本田 佳祐 ホンダ ケイスケ 新潟県 指導員　 257 岡島 唯杜 オカジマ ユイト 学連 準指
125 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員 192 遠藤 奎弥 エンドウ ケイヤ 北海道 準指 261 向井 辰徳 ムカイ タツノリ 福島県 指導員　
126 西村 紗英 ニシムラ サエ 長野県 指導員 197 鎌田 敏生 カマダ トシキ 北海道 準指 263 水落 亮太 ミズオチ リョウタ 新潟県 指導員　
130 山下 夢 ヤマシタ ユメ 北海道 指導員 201 藤吉 廉 フジヨシ レン 北海道 １級 267 穴田 玖舟 アナダ キシュウ 学連 準指
144 道心 絢 ドウシン アヤ 北海道 ｸﾗｳﾝ 204 有坂 勇作 アリサカ ユウサク 北海道 準指 269 山田 卓也 ヤマダ タクヤ 北海道 指導員　
146 中澤 乃愛 ナカザワ ノア 栃木県 準指 205 頼光 一太郎 ヨリミツ イチタロウ 東京都 指導員　 271 齋藤 圭哉 サイトウ ケイヤ 長野県 １級
147 赤松 かおり アカマツ カオリ 山梨県 指導員 207 川上 勇貴 カワカミ ユウキ 群馬県 ｸﾗｳﾝ 274 松田 師成 マツダ カズノリ 栃木県 １級
148 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級 131 関 洸輔 セキ コウスケ 長野県 指導員　 211 小田 良祐 オダ リョウスケ 山形県 指導員　
74 太田 好美 オオタ コノミ 東京都 指導員 135 石田 俊介 イシダ シュンスケ 山梨県 指導員　 215 梅沢 弘 ウメザワ コウ 東京都 ｸﾗｳﾝ
75 黒川 心花来 クロカワ コハク 北海道 ｸﾗｳﾝ 140 丸山 貴雄 マルヤマ タカオ 長野県 指導員　 216 鈴木 洋祐 スズキ ヨウスケ 北海道 指導員　
77 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 141 中田 秀範 ナカタ ヒデノリ 広島県 指導員　 219 桔梗 和貴 キキョウ カズキ 北海道 １級
78 新谷 起世 シンタニ ユキヨ 東京都 準指 142 星 和弘 ホシ カズヒロ 新潟県 指導員　 221 成田 伊織 ナリタ イオリ 北海道 指導員　
79 酒井 陽菜 サカイ ハルナ 北海道 準指 145 鈴木 洋律 スズキ ヒロノリ 秋田県 指導員　 223 米田 翔 ヨネダ ショウ 広島県 準指
80 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員 146 渡部 秀文 ワタナベ ヒデフミ 宮城県 指導員　 224 尾﨑 隼士 オザキ ハヤト 青森県 指導員　
81 野尻 桃羽 ノジリ トワ 北海道 ｸﾗｳﾝ 148 一ノ瀬 丞 イチノセ ジョウ 東京都 １級 225 長沼 將馬 ナガヌマ ショウマ 秋田県 指導員　
83 久保田 美鈴 クボタ ミスズ 岩手県 指導員

（１－２）大回り　急斜面　ハードパック　２０２３年３月１１日（土）　
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74 太田 好美 オオタ コノミ 東京都 指導員 131 関 洸輔 セキ コウスケ 長野県 指導員　 211 小田 良祐 オダ リョウスケ 山形県 指導員　
75 黒川 心花来 クロカワ コハク 北海道 ｸﾗｳﾝ 135 石田 俊介 イシダ シュンスケ 山梨県 指導員　 215 梅沢 弘 ウメザワ コウ 東京都 ｸﾗｳﾝ
77 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 140 丸山 貴雄 マルヤマ タカオ 長野県 指導員　 216 鈴木 洋祐 スズキ ヨウスケ 北海道 指導員　
78 新谷 起世 シンタニ ユキヨ 東京都 準指 141 中田 秀範 ナカタ ヒデノリ 広島県 指導員　 219 桔梗 和貴 キキョウ カズキ 北海道 １級
79 酒井 陽菜 サカイ ハルナ 北海道 準指 142 星 和弘 ホシ カズヒロ 新潟県 指導員　 221 成田 伊織 ナリタ イオリ 北海道 指導員　
80 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員 145 鈴木 洋律 スズキ ヒロノリ 秋田県 指導員　 223 米田 翔 ヨネダ ショウ 広島県 準指
81 野尻 桃羽 ノジリ トワ 北海道 ｸﾗｳﾝ 146 渡部 秀文 ワタナベ ヒデフミ 宮城県 指導員　 224 尾﨑 隼士 オザキ ハヤト 青森県 指導員　
83 久保田 美鈴 クボタ ミスズ 岩手県 指導員 148 一ノ瀬 丞 イチノセ ジョウ 東京都 １級 225 長沼 將馬 ナガヌマ ショウマ 秋田県 指導員　
85 小森 彩未 コモリ アヤミ 北海道 指導員 158 鈴木 大智 スズキ ダイチ 北海道 指導員　 229 中西 乃彩 ナカニシ ダイア 富山県 指導員　
86 川畑 麻央 カワバタ マオ 大阪府 指導員 159 村上 恭太 ムラカミ キョウタ 石川県 指導員　 233 篠田 大輝 シノダ ダイキ 北海道 準指
87 押川 心 オシカワ ココロ 北海道 ｸﾗｳﾝ 163 笹岡 凌匠 ササオカ リク 北海道 ｸﾗｳﾝ 234 藤瀬 健太郎 フジセ ケンタロウ 埼玉県 指導員　
89 石水 愛 イシミズ アイ 岐阜県 指導員 166 原田 侑駿 ハラダ ユウマ 学連 ｸﾗｳﾝ 236 半田 翼 ハンダ ツバサ 長野県 指導員　
94 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 北海道 準指 168 渡部 浩司 ワタナベ コウジ 山形県 指導員　 237 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 北海道 指導員　

104 村井 七海 ムライ ナナミ 神奈川県 指導員 174 森 海人 モリ カイト 埼玉県 １級 239 関澤 徹 セキザワ トオル 北海道 指導員　
105 島田 愛弓 シマダ マナユ 埼玉県 指導員 175 栗山 太樹 クリヤマ ヒロキ 新潟県 指導員　 240 丸山 淳也 マルヤマ ジュンヤ 長野県 指導員　
106 清野 夏汀 セイノ ナギサ 山形県 準指 176 川尻 幸之介 カワジリ コウノスケ 富山県 準指 241 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 北海道 指導員　
109 髙橋 和花菜 タカハシ ワカナ 学連 １級 178 水口 雄太 ミズクチ ユウタ 富山県 指導員　 243 鈴木 翔 スズキ ツバサ 北海道 準指
113 小川 絵梨香 オガワ エリカ 岐阜県 準指 180 鶴井 靖之 ツルイ ヤスユキ 千葉県 指導員　 245 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 北海道 準指
115 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 北海道 準指 182 兼子 稔 カネコ ミノル 秋田県 指導員　 246 田中 頌平 タナカ ショウヘイ 長野県 指導員　
116 森田 優香 モリタ ユウカ 東京都 指導員 183 関原 威吹 セキハラ イブキ 学連 １級 247 大場 奨三 オオバ ショウゾウ 北海道 指導員　
117 山田 恵里 ヤマダ エリ 長野県 指導員 184 山野井 全 ヤマノイ ゼン 北海道 準指 250 飯塚 圭太 イイヅカ ケイタ 北海道 準指
118 森末 愛美 モリスエ マナミ 北海道 準指 186 青木 誠也 アオキ セイヤ 群馬県 準指 255 安達 郁朗 アダチ イクロウ 富山県 指導員　
121 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員 188 齊藤 泰英 サイトウ ヤスヒデ 東京都 指導員　 256 八重樫 圭一 ヤエガシ ケイイチ 長野県 指導員　
122 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員 189 本田 佳祐 ホンダ ケイスケ 新潟県 指導員　 257 岡島 唯杜 オカジマ ユイト 学連 準指
125 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員 192 遠藤 奎弥 エンドウ ケイヤ 北海道 準指 261 向井 辰徳 ムカイ タツノリ 福島県 指導員　
126 西村 紗英 ニシムラ サエ 長野県 指導員 197 鎌田 敏生 カマダ トシキ 北海道 準指 263 水落 亮太 ミズオチ リョウタ 新潟県 指導員　
130 山下 夢 ヤマシタ ユメ 北海道 指導員 201 藤吉 廉 フジヨシ レン 北海道 １級 267 穴田 玖舟 アナダ キシュウ 学連 準指
144 道心 絢 ドウシン アヤ 北海道 ｸﾗｳﾝ 204 有坂 勇作 アリサカ ユウサク 北海道 準指 269 山田 卓也 ヤマダ タクヤ 北海道 指導員　
146 中澤 乃愛 ナカザワ ノア 栃木県 準指 205 頼光 一太郎 ヨリミツ イチタロウ 東京都 指導員　 271 齋藤 圭哉 サイトウ ケイヤ 長野県 １級
147 赤松 かおり アカマツ カオリ 山梨県 指導員 207 川上 勇貴 カワカミ ユウキ 群馬県 ｸﾗｳﾝ 274 松田 師成 マツダ カズノリ 栃木県 １級
148 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級

（２－１）小回り　急斜面　ナチュラル２０２３年３月１１日（土）　午前９：００
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24 伊東 沙樹 イトウ サキ 東京都 指導員 28 辻村 友寿 ツジムラ トモヒサ 滋賀県 指導員　 82 島野 順平 シマノ ジュンペイ 岐阜県 指導員　
25 渡邊 岬 ワタナベ ミサキ 新潟県 準指 30 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 北海道 ｸﾗｳﾝ 87 徳竹 剛 トクタケ ゴウ 長野県 指導員　
27 弥永 奈々 ヤナガ ナナ 滋賀県 指導員 31 土信田 拓人 トシダ タクト 長野県 指導員　 88 荒井 拓磨 アライ タクマ 神奈川県指導員　
33 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員 33 竹澤 統己 タケサワ トオイ 岩手県 指導員　 89 唐沢 航希 カラサワ コウキ 長野県 準指
34 堀島 有紗 ホリシマ アリサ 岐阜県 １級 35 和田 拓海 ワダ タクミ 長野県 準指 90 土肥 真之輔 ドイ シンノスケ 富山県 指導員　
36 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級 36 石野 渓太 イシノ ケイタ 新潟県 準指 95 野家 卓也 ノエ タクヤ 北海道 指導員　
37 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員 37 須田 忠厚 スダ タダアツ 秋田県 準指 99 藤原 哲那 フジワラ テツナ 学連 ｸﾗｳﾝ
38 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員 40 出口 達稀 デグチ タツキ 学連 準指 100 和田 英真 ワダ エイマ 北海道 ｸﾗｳﾝ
41 齋藤 くる美 サイトウ クルミ 神奈川県 ﾃｸﾆｶﾙ 42 金子 祐大 カネコ ユウダイ 岐阜県 指導員　 103 森田 昂也 モリタ コウヤ 東京都 指導員　
45 太田 怜花 オオタ レイカ 学連 準指 44 田代 空 タシロ ソラ 新潟県 準指 105 高瀬 慎一 タカセ シンイチ 富山県 指導員　
46 樺澤 茉宝 カバサワ マホ 新潟県 準指 48 柏木 義之 カシワギ ヨシユキ 新潟県 指導員　 106 中野 聡 ナカノ サトル 東京都 指導員　
51 山口 夏未 ヤマグチ ナツミ 北海道 指導員 49 小林 仁 コバヤシ ヒトシ 長野県 指導員　 110 田嶋 大紀 タジマ ヒロキ 埼玉県 指導員　
52 石川 千尋 イシカワ チヒロ 埼玉県 指導員 51 石水 克友 イシミズ カツトモ 岐阜県 指導員　 112 津村 悠 ツムラ ユウ 長野県 指導員　
54 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員 52 安部 太一 アベ タイチ 宮城県 準指 113 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 新潟県 指導員　
57 佐藤 貴子 サトウ タカコ 新潟県 準指 53 野澤 蓮 ノザワ レン 北海道 １級 116 須川 尚樹 スガワ ナオキ 北海道 指導員　
61 神谷 菜々 カミヤ ナナ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 56 金田 龍河 カネダ リョウガ 山形県 ｸﾗｳﾝ 117 佐藤 秀明 サトウ ヒデアキ 新潟県 指導員　
62 黒木 玲名 クロキ レナ 岐阜県 １級 59 関口 大暉 セキグチ ダイキ 長野県 ﾃｸﾆｶﾙ 118 正木 大祐 マサキ ダイスケ 長野県 指導員　
63 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員 60 佐藤 栄一 サトウ エイイチ 新潟県 指導員　 120 加藤 広大 カトウ コウダイ 新潟県 指導員　
65 岡 樹香 オカ コノカ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 61 佐山 竜太 サヤマ リュウタ 北海道 準指 122 加藤 律 カトウ リツ 北海道 準指
66 中澤 笑里 ナカザワ エリ 学連 準指 64 岡田 慎 オカダ マコト 新潟県 指導員　 124 中村 浩章 ナカムラ ヒロアキ 神奈川県指導員　
68 竹内 さんご タケウチ サンゴ 栃木県 ﾃｸﾆｶﾙ 66 冨田 哲 トミタ テツ 北海道 指導員　 126 園部 竜也 ソノベ リュウヤ 新潟県 １級
69 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員 67 飯塚 誠 イイヅカ マコト 新潟県 指導員　 129 奥村 駿 オクムラ シュン 京都府 指導員　
70 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 長野県 １級 4 百瀬 純平 モモセ ジュンペイ 北海道 指導員　 68 山田 椋喬 ヤマダ キョウスケ 東京都 １級
73 米丘 愛実 ヨネオカ マナミ 富山県 指導員 5 松本 聖 マツモト ヒジリ 東京都 指導員　 69 蜂谷 友寛 ハチヤ トモヒロ 長野県 指導員　
3 切久保 香澄 キリクボ カスミ 長野県 指導員 9 高橋 生季 タカハシ イブキ 北海道 指導員　 71 永田 大和 ナガタ ヤマト 学連 １級
4 八木 志友 ヤギ シユウ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 11 猪又 誠 イノマタ マコト 長野県 指導員　 73 関井 愛斗 セキイ マナト 北海道 準指
7 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員 14 桑原 竜司 クワバラ リュウジ 福島県 ﾃｸﾆｶﾙ 76 武田 竜 タケダ リュウ 北海道 指導員　

11 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員 18 酒井 拓也 サカイ タクヤ 新潟県 指導員　 77 眞坂 良弘 マサカ ヨシヒロ 秋田県 指導員　
13 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 北海道 指導員 20 青木 哲也 アオキ テツヤ 新潟県 指導員　 78 吉田 海夢 ヨシダ カイム 埼玉県 １級
15 飯塚 奈歩 イイヅカ ナホ 新潟県 指導員 24 長澤 隆幸 ナガサワ タカユキ 山形県 指導員　 81 平野 亨 ヒラノ トオル 福島県 準指
19 川井 多瑛 カワイ タエ 神奈川県 ｸﾗｳﾝ
20 池邊 彩加 イケベ アヤカ 長野県 指導員

（２－２）小回り　急斜面　ナチュラル２０２３年３月１１日（土）　

女子１班 男子３班 男子４班

【決　勝】 ソデグロ
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109 髙橋 和花菜 タカハシ ワカナ 学連 １級 243 鈴木 翔 スズキ ツバサ 北海道 準指 178 水口 雄太 ミズクチ ユウタ 富山県 指導員　
113 小川 絵梨香 オガワ エリカ 岐阜県 準指 245 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 北海道 準指 180 鶴井 靖之 ツルイ ヤスユキ 千葉県 指導員　
115 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 北海道 準指 246 田中 頌平 タナカ ショウヘイ 長野県 指導員　 182 兼子 稔 カネコ ミノル 秋田県 指導員　
116 森田 優香 モリタ ユウカ 東京都 指導員 247 大場 奨三 オオバ ショウゾウ 北海道 指導員　 183 関原 威吹 セキハラ イブキ 学連 １級
117 山田 恵里 ヤマダ エリ 長野県 指導員 250 飯塚 圭太 イイヅカ ケイタ 北海道 準指 184 山野井 全 ヤマノイ ゼン 北海道 準指
118 森末 愛美 モリスエ マナミ 北海道 準指 255 安達 郁朗 アダチ イクロウ 富山県 指導員　 186 青木 誠也 アオキ セイヤ 群馬県 準指
121 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員 256 八重樫 圭一 ヤエガシ ケイイチ 長野県 指導員　 188 齊藤 泰英 サイトウ ヤスヒデ 東京都 指導員　
122 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員 257 岡島 唯杜 オカジマ ユイト 学連 準指 189 本田 佳祐 ホンダ ケイスケ 新潟県 指導員　
125 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員 261 向井 辰徳 ムカイ タツノリ 福島県 指導員　 192 遠藤 奎弥 エンドウ ケイヤ 北海道 準指
126 西村 紗英 ニシムラ サエ 長野県 指導員 263 水落 亮太 ミズオチ リョウタ 新潟県 指導員　 197 鎌田 敏生 カマダ トシキ 北海道 準指
130 山下 夢 ヤマシタ ユメ 北海道 指導員 267 穴田 玖舟 アナダ キシュウ 学連 準指 201 藤吉 廉 フジヨシ レン 北海道 １級
144 道心 絢 ドウシン アヤ 北海道 ｸﾗｳﾝ 269 山田 卓也 ヤマダ タクヤ 北海道 指導員　 204 有坂 勇作 アリサカ ユウサク 北海道 準指
146 中澤 乃愛 ナカザワ ノア 栃木県 準指 271 齋藤 圭哉 サイトウ ケイヤ 長野県 １級 205 頼光 一太郎 ヨリミツ イチタロウ 東京都 指導員　
147 赤松 かおり アカマツ カオリ 山梨県 指導員 274 松田 師成 マツダ カズノリ 栃木県 １級 207 川上 勇貴 カワカミ ユウキ 群馬県 ｸﾗｳﾝ
148 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級 211 小田 良祐 オダ リョウスケ 山形県 指導員　 131 関 洸輔 セキ コウスケ 長野県 指導員　
74 太田 好美 オオタ コノミ 東京都 指導員 215 梅沢 弘 ウメザワ コウ 東京都 ｸﾗｳﾝ 135 石田 俊介 イシダ シュンスケ 山梨県 指導員　
75 黒川 心花来 クロカワ コハク 北海道 ｸﾗｳﾝ 216 鈴木 洋祐 スズキ ヨウスケ 北海道 指導員　 140 丸山 貴雄 マルヤマ タカオ 長野県 指導員　
77 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 219 桔梗 和貴 キキョウ カズキ 北海道 １級 141 中田 秀範 ナカタ ヒデノリ 広島県 指導員　
78 新谷 起世 シンタニ ユキヨ 東京都 準指 221 成田 伊織 ナリタ イオリ 北海道 指導員　 142 星 和弘 ホシ カズヒロ 新潟県 指導員　
79 酒井 陽菜 サカイ ハルナ 北海道 準指 223 米田 翔 ヨネダ ショウ 広島県 準指 145 鈴木 洋律 スズキ ヒロノリ 秋田県 指導員　
80 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員 224 尾﨑 隼士 オザキ ハヤト 青森県 指導員　 146 渡部 秀文 ワタナベ ヒデフミ 宮城県 指導員　
81 野尻 桃羽 ノジリ トワ 北海道 ｸﾗｳﾝ 225 長沼 將馬 ナガヌマ ショウマ 秋田県 指導員　 148 一ノ瀬 丞 イチノセ ジョウ 東京都 １級
83 久保田 美鈴 クボタ ミスズ 岩手県 指導員 229 中西 乃彩 ナカニシ ダイア 富山県 指導員　 158 鈴木 大智 スズキ ダイチ 北海道 指導員　
85 小森 彩未 コモリ アヤミ 北海道 指導員 233 篠田 大輝 シノダ ダイキ 北海道 準指 159 村上 恭太 ムラカミ キョウタ 石川県 指導員　
86 川畑 麻央 カワバタ マオ 大阪府 指導員 234 藤瀬 健太郎 フジセ ケンタロウ 埼玉県 指導員　 163 笹岡 凌匠 ササオカ リク 北海道 ｸﾗｳﾝ
87 押川 心 オシカワ ココロ 北海道 ｸﾗｳﾝ 236 半田 翼 ハンダ ツバサ 長野県 指導員　 166 原田 侑駿 ハラダ ユウマ 学連 ｸﾗｳﾝ
89 石水 愛 イシミズ アイ 岐阜県 指導員 237 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 北海道 指導員　 168 渡部 浩司 ワタナベ コウジ 山形県 指導員　
94 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 北海道 準指 239 関澤 徹 セキザワ トオル 北海道 指導員　 174 森 海人 モリ カイト 埼玉県 １級

104 村井 七海 ムライ ナナミ 神奈川県 指導員 240 丸山 淳也 マルヤマ ジュンヤ 長野県 指導員　 175 栗山 太樹 クリヤマ ヒロキ 新潟県 指導員　
105 島田 愛弓 シマダ マナユ 埼玉県 指導員 241 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 北海道 指導員　 176 川尻 幸之介 カワジリ コウノスケ 富山県 準指
106 清野 夏汀 セイノ ナギサ 山形県 準指

（３－１）　フリー（ﾏﾃﾘｱﾙ規制）総合斜面　ナチュラル２０２３年３月１１日（土）　

女子２班 男子６班 男子５班

【決　勝】 ソデグロ
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41 齋藤 くる美 サイトウ クルミ 神奈川県 ﾃｸﾆｶﾙ 117 佐藤 秀明 サトウ ヒデアキ 新潟県 指導員　 56 金田 龍河 カネダ リョウガ 山形県 ｸﾗｳﾝ
45 太田 怜花 オオタ レイカ 学連 準指 118 正木 大祐 マサキ ダイスケ 長野県 指導員　 59 関口 大暉 セキグチ ダイキ 長野県 ﾃｸﾆｶﾙ
46 樺澤 茉宝 カバサワ マホ 新潟県 準指 120 加藤 広大 カトウ コウダイ 新潟県 指導員　 60 佐藤 栄一 サトウ エイイチ 新潟県 指導員　
51 山口 夏未 ヤマグチ ナツミ 北海道 指導員 122 加藤 律 カトウ リツ 北海道 準指 61 佐山 竜太 サヤマ リュウタ 北海道 準指
52 石川 千尋 イシカワ チヒロ 埼玉県 指導員 124 中村 浩章 ナカムラ ヒロアキ 神奈川県指導員　 64 岡田 慎 オカダ マコト 新潟県 指導員　
54 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員 126 園部 竜也 ソノベ リュウヤ 新潟県 １級 66 冨田 哲 トミタ テツ 北海道 指導員　
57 佐藤 貴子 サトウ タカコ 新潟県 準指 129 奥村 駿 オクムラ シュン 京都府 指導員　 67 飯塚 誠 イイヅカ マコト 新潟県 指導員　
61 神谷 菜々 カミヤ ナナ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 68 山田 椋喬 ヤマダ キョウスケ 東京都 １級 4 百瀬 純平 モモセ ジュンペイ 北海道 指導員　
62 黒木 玲名 クロキ レナ 岐阜県 １級 69 蜂谷 友寛 ハチヤ トモヒロ 長野県 指導員　 5 松本 聖 マツモト ヒジリ 東京都 指導員　
63 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員 71 永田 大和 ナガタ ヤマト 学連 １級 9 高橋 生季 タカハシ イブキ 北海道 指導員　
65 岡 樹香 オカ コノカ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 73 関井 愛斗 セキイ マナト 北海道 準指 11 猪又 誠 イノマタ マコト 長野県 指導員　
66 中澤 笑里 ナカザワ エリ 学連 準指 76 武田 竜 タケダ リュウ 北海道 指導員　 14 桑原 竜司 クワバラ リュウジ 福島県 ﾃｸﾆｶﾙ
68 竹内 さんご タケウチ サンゴ 栃木県 ﾃｸﾆｶﾙ 77 眞坂 良弘 マサカ ヨシヒロ 秋田県 指導員　 18 酒井 拓也 サカイ タクヤ 新潟県 指導員　
69 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員 78 吉田 海夢 ヨシダ カイム 埼玉県 １級 20 青木 哲也 アオキ テツヤ 新潟県 指導員　
70 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 長野県 １級 81 平野 亨 ヒラノ トオル 福島県 準指 24 長澤 隆幸 ナガサワ タカユキ 山形県 指導員　
73 米丘 愛実 ヨネオカ マナミ 富山県 指導員 82 島野 順平 シマノ ジュンペイ 岐阜県 指導員　 28 辻村 友寿 ツジムラ トモヒサ 滋賀県 指導員　
3 切久保 香澄 キリクボ カスミ 長野県 指導員 87 徳竹 剛 トクタケ ゴウ 長野県 指導員　 30 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 北海道 ｸﾗｳﾝ
4 八木 志友 ヤギ シユウ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 88 荒井 拓磨 アライ タクマ 神奈川県指導員　 31 土信田 拓人 トシダ タクト 長野県 指導員　
7 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員 89 唐沢 航希 カラサワ コウキ 長野県 準指 33 竹澤 統己 タケサワ トオイ 岩手県 指導員　

11 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員 90 土肥 真之輔 ドイ シンノスケ 富山県 指導員　 35 和田 拓海 ワダ タクミ 長野県 準指
13 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 北海道 指導員 95 野家 卓也 ノエ タクヤ 北海道 指導員　 36 石野 渓太 イシノ ケイタ 新潟県 準指
15 飯塚 奈歩 イイヅカ ナホ 新潟県 指導員 99 藤原 哲那 フジワラ テツナ 学連 ｸﾗｳﾝ 37 須田 忠厚 スダ タダアツ 秋田県 準指
19 川井 多瑛 カワイ タエ 神奈川県 ｸﾗｳﾝ 100 和田 英真 ワダ エイマ 北海道 ｸﾗｳﾝ 40 出口 達稀 デグチ タツキ 学連 準指
20 池邊 彩加 イケベ アヤカ 長野県 指導員 103 森田 昂也 モリタ コウヤ 東京都 指導員　 42 金子 祐大 カネコ ユウダイ 岐阜県 指導員　
24 伊東 沙樹 イトウ サキ 東京都 指導員 105 高瀬 慎一 タカセ シンイチ 富山県 指導員　 44 田代 空 タシロ ソラ 新潟県 準指
25 渡邊 岬 ワタナベ ミサキ 新潟県 準指 106 中野 聡 ナカノ サトル 東京都 指導員　 48 柏木 義之 カシワギ ヨシユキ 新潟県 指導員　
27 弥永 奈々 ヤナガ ナナ 滋賀県 指導員 110 田嶋 大紀 タジマ ヒロキ 埼玉県 指導員　 49 小林 仁 コバヤシ ヒトシ 長野県 指導員　
33 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員 112 津村 悠 ツムラ ユウ 長野県 指導員　 51 石水 克友 イシミズ カツトモ 岐阜県 指導員　
34 堀島 有紗 ホリシマ アリサ 岐阜県 １級 113 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 新潟県 指導員　 52 安部 太一 アベ タイチ 宮城県 準指
36 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級 116 須川 尚樹 スガワ ナオキ 北海道 指導員　 53 野澤 蓮 ノザワ レン 北海道 １級
37 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員
38 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員

（３－２）フリー（ﾏﾃﾘｱﾙ規制）総合斜面　ナチュラル２０２３年３月１１日（土）　

女子１班 男子４班 男子３班

【決　勝】 ソデグロ
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62 黒木 玲名 クロキ レナ 岐阜県 １級 103 森田 昂也 モリタ コウヤ 東京都 指導員　 42 金子 祐大 カネコ ユウダイ 岐阜県 指導員　
63 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員 105 高瀬 慎一 タカセ シンイチ 富山県 指導員　 44 田代 空 タシロ ソラ 新潟県 準指
65 岡 樹香 オカ コノカ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 106 中野 聡 ナカノ サトル 東京都 指導員　 48 柏木 義之 カシワギ ヨシユキ 新潟県 指導員　
66 中澤 笑里 ナカザワ エリ 学連 準指 110 田嶋 大紀 タジマ ヒロキ 埼玉県 指導員　 49 小林 仁 コバヤシ ヒトシ 長野県 指導員　
68 竹内 さんご タケウチ サンゴ 栃木県 ﾃｸﾆｶﾙ 112 津村 悠 ツムラ ユウ 長野県 指導員　 51 石水 克友 イシミズ カツトモ 岐阜県 指導員　
69 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員 113 鈴木 雄一郎 スズキ ユウイチロウ 新潟県 指導員　 52 安部 太一 アベ タイチ 宮城県 準指
70 鈴木 彩夏 スズキ サヤカ 長野県 １級 116 須川 尚樹 スガワ ナオキ 北海道 指導員　 53 野澤 蓮 ノザワ レン 北海道 １級
73 米丘 愛実 ヨネオカ マナミ 富山県 指導員 117 佐藤 秀明 サトウ ヒデアキ 新潟県 指導員　 56 金田 龍河 カネダ リョウガ 山形県 ｸﾗｳﾝ
3 切久保 香澄 キリクボ カスミ 長野県 指導員 118 正木 大祐 マサキ ダイスケ 長野県 指導員　 59 関口 大暉 セキグチ ダイキ 長野県 ﾃｸﾆｶﾙ
4 八木 志友 ヤギ シユウ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 120 加藤 広大 カトウ コウダイ 新潟県 指導員　 60 佐藤 栄一 サトウ エイイチ 新潟県 指導員　
7 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員 122 加藤 律 カトウ リツ 北海道 準指 61 佐山 竜太 サヤマ リュウタ 北海道 準指

11 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員 124 中村 浩章 ナカムラ ヒロアキ 神奈川県指導員　 64 岡田 慎 オカダ マコト 新潟県 指導員　
13 谷藤 遥 タニフジ ハルカ 北海道 指導員 126 園部 竜也 ソノベ リュウヤ 新潟県 １級 66 冨田 哲 トミタ テツ 北海道 指導員　
15 飯塚 奈歩 イイヅカ ナホ 新潟県 指導員 129 奥村 駿 オクムラ シュン 京都府 指導員　 67 飯塚 誠 イイヅカ マコト 新潟県 指導員　
19 川井 多瑛 カワイ タエ 神奈川県 ｸﾗｳﾝ 68 山田 椋喬 ヤマダ キョウスケ 東京都 １級 4 百瀬 純平 モモセ ジュンペイ 北海道 指導員　
20 池邊 彩加 イケベ アヤカ 長野県 指導員 69 蜂谷 友寛 ハチヤ トモヒロ 長野県 指導員　 5 松本 聖 マツモト ヒジリ 東京都 指導員　
24 伊東 沙樹 イトウ サキ 東京都 指導員 71 永田 大和 ナガタ ヤマト 学連 １級 9 高橋 生季 タカハシ イブキ 北海道 指導員　
25 渡邊 岬 ワタナベ ミサキ 新潟県 準指 73 関井 愛斗 セキイ マナト 北海道 準指 11 猪又 誠 イノマタ マコト 長野県 指導員　
27 弥永 奈々 ヤナガ ナナ 滋賀県 指導員 76 武田 竜 タケダ リュウ 北海道 指導員　 14 桑原 竜司 クワバラ リュウジ 福島県 ﾃｸﾆｶﾙ
33 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員 77 眞坂 良弘 マサカ ヨシヒロ 秋田県 指導員　 18 酒井 拓也 サカイ タクヤ 新潟県 指導員　
34 堀島 有紗 ホリシマ アリサ 岐阜県 １級 78 吉田 海夢 ヨシダ カイム 埼玉県 １級 20 青木 哲也 アオキ テツヤ 新潟県 指導員　
36 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級 81 平野 亨 ヒラノ トオル 福島県 準指 24 長澤 隆幸 ナガサワ タカユキ 山形県 指導員　
37 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員 82 島野 順平 シマノ ジュンペイ 岐阜県 指導員　 28 辻村 友寿 ツジムラ トモヒサ 滋賀県 指導員　
38 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員 87 徳竹 剛 トクタケ ゴウ 長野県 指導員　 30 中村 亮太 ナカムラ リョウタ 北海道 ｸﾗｳﾝ
41 齋藤 くる美 サイトウ クルミ 神奈川県 ﾃｸﾆｶﾙ 88 荒井 拓磨 アライ タクマ 神奈川県指導員　 31 土信田 拓人 トシダ タクト 長野県 指導員　
45 太田 怜花 オオタ レイカ 学連 準指 89 唐沢 航希 カラサワ コウキ 長野県 準指 33 竹澤 統己 タケサワ トオイ 岩手県 指導員　
46 樺澤 茉宝 カバサワ マホ 新潟県 準指 90 土肥 真之輔 ドイ シンノスケ 富山県 指導員　 35 和田 拓海 ワダ タクミ 長野県 準指
51 山口 夏未 ヤマグチ ナツミ 北海道 指導員 95 野家 卓也 ノエ タクヤ 北海道 指導員　 36 石野 渓太 イシノ ケイタ 新潟県 準指
52 石川 千尋 イシカワ チヒロ 埼玉県 指導員 99 藤原 哲那 フジワラ テツナ 学連 ｸﾗｳﾝ 37 須田 忠厚 スダ タダアツ 秋田県 準指
54 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員 100 和田 英真 ワダ エイマ 北海道 ｸﾗｳﾝ 40 出口 達稀 デグチ タツキ 学連 準指
57 佐藤 貴子 サトウ タカコ 新潟県 準指
61 神谷 菜々 カミヤ ナナ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ

（４－１）小回り 急斜面　不整地２０２３年３月１１日（土）　

女子１班 男子４班 男子３班

【決　勝】 黒菱
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125 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員 257 岡島 唯杜 オカジマ ユイト 学連 準指 189 本田 佳祐 ホンダ ケイスケ 新潟県 指導員　
126 西村 紗英 ニシムラ サエ 長野県 指導員 261 向井 辰徳 ムカイ タツノリ 福島県 指導員　 192 遠藤 奎弥 エンドウ ケイヤ 北海道 準指
130 山下 夢 ヤマシタ ユメ 北海道 指導員 263 水落 亮太 ミズオチ リョウタ 新潟県 指導員　 197 鎌田 敏生 カマダ トシキ 北海道 準指
144 道心 絢 ドウシン アヤ 北海道 ｸﾗｳﾝ 267 穴田 玖舟 アナダ キシュウ 学連 準指 201 藤吉 廉 フジヨシ レン 北海道 １級
146 中澤 乃愛 ナカザワ ノア 栃木県 準指 269 山田 卓也 ヤマダ タクヤ 北海道 指導員　 204 有坂 勇作 アリサカ ユウサク 北海道 準指
147 赤松 かおり アカマツ カオリ 山梨県 指導員 271 齋藤 圭哉 サイトウ ケイヤ 長野県 １級 205 頼光 一太郎 ヨリミツ イチタロウ 東京都 指導員　
148 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級 274 松田 師成 マツダ カズノリ 栃木県 １級 207 川上 勇貴 カワカミ ユウキ 群馬県 ｸﾗｳﾝ
74 太田 好美 オオタ コノミ 東京都 指導員 211 小田 良祐 オダ リョウスケ 山形県 指導員　 131 関 洸輔 セキ コウスケ 長野県 指導員　
75 黒川 心花来 クロカワ コハク 北海道 ｸﾗｳﾝ 215 梅沢 弘 ウメザワ コウ 東京都 ｸﾗｳﾝ 135 石田 俊介 イシダ シュンスケ 山梨県 指導員　
77 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 216 鈴木 洋祐 スズキ ヨウスケ 北海道 指導員　 140 丸山 貴雄 マルヤマ タカオ 長野県 指導員　
78 新谷 起世 シンタニ ユキヨ 東京都 準指 219 桔梗 和貴 キキョウ カズキ 北海道 １級 141 中田 秀範 ナカタ ヒデノリ 広島県 指導員　
79 酒井 陽菜 サカイ ハルナ 北海道 準指 221 成田 伊織 ナリタ イオリ 北海道 指導員　 142 星 和弘 ホシ カズヒロ 新潟県 指導員　
80 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員 223 米田 翔 ヨネダ ショウ 広島県 準指 145 鈴木 洋律 スズキ ヒロノリ 秋田県 指導員　
81 野尻 桃羽 ノジリ トワ 北海道 ｸﾗｳﾝ 224 尾﨑 隼士 オザキ ハヤト 青森県 指導員　 146 渡部 秀文 ワタナベ ヒデフミ 宮城県 指導員　
83 久保田 美鈴 クボタ ミスズ 岩手県 指導員 225 長沼 將馬 ナガヌマ ショウマ 秋田県 指導員　 148 一ノ瀬 丞 イチノセ ジョウ 東京都 １級
85 小森 彩未 コモリ アヤミ 北海道 指導員 229 中西 乃彩 ナカニシ ダイア 富山県 指導員　 158 鈴木 大智 スズキ ダイチ 北海道 指導員　
86 川畑 麻央 カワバタ マオ 大阪府 指導員 233 篠田 大輝 シノダ ダイキ 北海道 準指 159 村上 恭太 ムラカミ キョウタ 石川県 指導員　
87 押川 心 オシカワ ココロ 北海道 ｸﾗｳﾝ 234 藤瀬 健太郎 フジセ ケンタロウ 埼玉県 指導員　 163 笹岡 凌匠 ササオカ リク 北海道 ｸﾗｳﾝ
89 石水 愛 イシミズ アイ 岐阜県 指導員 236 半田 翼 ハンダ ツバサ 長野県 指導員　 166 原田 侑駿 ハラダ ユウマ 学連 ｸﾗｳﾝ
94 秋元 日菜子 アキモト ヒナコ 北海道 準指 237 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 北海道 指導員　 168 渡部 浩司 ワタナベ コウジ 山形県 指導員　

104 村井 七海 ムライ ナナミ 神奈川県 指導員 239 関澤 徹 セキザワ トオル 北海道 指導員　 174 森 海人 モリ カイト 埼玉県 １級
105 島田 愛弓 シマダ マナユ 埼玉県 指導員 240 丸山 淳也 マルヤマ ジュンヤ 長野県 指導員　 175 栗山 太樹 クリヤマ ヒロキ 新潟県 指導員　
106 清野 夏汀 セイノ ナギサ 山形県 準指 241 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 北海道 指導員　 176 川尻 幸之介 カワジリ コウノスケ 富山県 準指
109 髙橋 和花菜 タカハシ ワカナ 学連 １級 243 鈴木 翔 スズキ ツバサ 北海道 準指 178 水口 雄太 ミズクチ ユウタ 富山県 指導員　
113 小川 絵梨香 オガワ エリカ 岐阜県 準指 245 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 北海道 準指 180 鶴井 靖之 ツルイ ヤスユキ 千葉県 指導員　
115 撫養 いづみ ムヤ イヅミ 北海道 準指 246 田中 頌平 タナカ ショウヘイ 長野県 指導員　 182 兼子 稔 カネコ ミノル 秋田県 指導員　
116 森田 優香 モリタ ユウカ 東京都 指導員 247 大場 奨三 オオバ ショウゾウ 北海道 指導員　 183 関原 威吹 セキハラ イブキ 学連 １級
117 山田 恵里 ヤマダ エリ 長野県 指導員 250 飯塚 圭太 イイヅカ ケイタ 北海道 準指 184 山野井 全 ヤマノイ ゼン 北海道 準指
118 森末 愛美 モリスエ マナミ 北海道 準指 255 安達 郁朗 アダチ イクロウ 富山県 指導員　 186 青木 誠也 アオキ セイヤ 群馬県 準指
121 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員 256 八重樫 圭一 ヤエガシ ケイイチ 長野県 指導員　 188 齊藤 泰英 サイトウ ヤスヒデ 東京都 指導員　
122 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員

（４－２）小回り 急斜面　不整地２０２３年３月１１日（土）　
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