
ｽﾀｰﾄ順 種目 Ｂｉｂ 氏　　名 氏名ｶﾅ 所　　　　属 組別 性別
1 ＧＳ 1 糸乘 静代 イトノリ シズヨ 神鍋スキークラブ Ｍ 女性
2 ＧＳ 2 上倉 妙子 ウエクラ タエコ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 女性
3 ＧＳ 3 瀧 真志子 タキ マシコ スノークレ－ジースキークラブ Ｍ 女性
4 ＧＳ 4 牧田 恵子 マキタ ケイコ 姫路レーシングチーム Ｍ 女性
5 ＧＳ 5 三浦 かおり ミウラ カオリ 姫路レーシングチーム Ｍ 女性
6 ＧＳ 6 杉立 美佳 スギタツ ミカ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 女性
7 ＧＳ 7 今井 康人 イマイ ヤスト ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
8 ＧＳ 8 髙平 誠治 タカヒラ セイジ 神戸ＦＳＣ Ｍ 男性
9 ＧＳ 9 山本 定雄 ヤマモト サダオ 但東スキークラブ Ｍ 男性
10 ＧＳ 10 竹下 政信 タケシタ マサノブ Ｍ 男性
11 ＧＳ 11 山根 文隆 ヤマネ フミタカ 村岡ハチ北スキークラブ Ｍ 男性
12 ＧＳ 12 岩倉 壽昭 イワクラ トシアキ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
13 ＧＳ 13 仲田 和富 ナカタ カズトミ 一宮ライトスタッフスキークラブ Ｍ 男性
14 ＧＳ 14 糸乘 隆行 イトノリ タカユキ 神鍋スキークラブ Ｍ 男性
15 ＧＳ 15 中川 正康 ナカガワ マサヤス 但東スキークラブ Ｍ 男性
16 ＧＳ 16 野竿 進 ノザオ ススム ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
17 ＧＳ 17 内海 千春 ウツミ チハル 新宮スキークラブ Ｍ 男性
18 ＧＳ 18 谷渕 光二 タニブチ コウジ 姫路レーシングチーム Ｍ 男性
19 ＧＳ 19 太中 豊和 オオナカ トヨカズ 一宮ライトスタッフスキークラブ Ｍ 男性
20 ＧＳ 20 杉本 明彦 スギモト アキヒコ ちくさスキークラブ Ｍ 男性
21 ＧＳ 21 高際 幸一 タカギワ コウイチ 三菱重工高砂スキー部 Ｍ 男性
22 ＧＳ 22 小椋 由貴 オグラ ヨシキ 姫路レーシングチーム Ｍ 男性
23 ＧＳ 23 北垣 一成 キタガキ カズナリ 但東スキークラブ Ｍ 男性
24 ＧＳ 24 長尾 隆之 ナガオ タカユキ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
25 ＧＳ 25 衣笠 暢恭 キヌガサ ノブヤス 高砂スキークラブ Ｍ 男性
26 ＧＳ 26 松本 剛 マツモト タケシ 高砂スキークラブ Ｍ 男性
27 ＧＳ 27 大島 功太郎 オオシマ コウタロウ 三菱重工高砂スキー部 Ｍ 男性
28 ＧＳ 28 中尾 祐二 ナカオ ユウジ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
29 ＧＳ 29 佐々木 直久 ササキ ナオヒサ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
30 ＧＳ 30 青木 伸也 アオキ シンヤ ホワイトヒーロー関西スキークラブ Ｍ 男性
31 ＧＳ 31 寺﨑 大輔 テラサキ ダイスケ 明石市スキー協会 Ｍ 男性
32 ＧＳ 32 平田 久幸 ヒラタ ヒサユキ ネージュスキーチーム Ｍ 男性

33 ＧＳ 33 山口 映 ヤマグチ アキ 神戸エコー Ｂ 女性
34 ＧＳ 34 井上 菜奈 イノウエ ナナ 温泉スキークラブ Ａ 女性
35 ＧＳ 35 井上 佳奈 イノウエ カナ 温泉スキークラブ Ａ 女性
36 ＧＳ 36 兒玉 茉純 コダマ マスミ 小代スキークラブ Ａ 女性
37 ＧＳ 37 明保能 和 アケボノ ナゴミ 村岡高等学校 少年 女性
38 ＧＳ 38 井上 遥菜 イノウエ ハルナ 豊岡高等学校 少年 女性
39 ＧＳ 39 井上 真里愛 イノウエ マリア 香美町立村岡中学校 少年 女性
40 ＧＳ 40 小椋 愛花 オグラ アイカ 加古川中学校 少年 女性
41 ＧＳ 41 道上 広基 ミチウエ ヒロキ マックアースSC兵庫 Ｃ 男性
42 ＧＳ 42 安福 征樹 ヤスフク マサキ 神戸レーシングチーム Ｃ 男性
43 ＧＳ 43 尾上 宏一 オノエ コウイチ ネージュスキーチーム Ｃ 男性
44 ＧＳ 44 小谷 領人 コタニ リョウト 新宮スキークラブ Ｃ 男性
45 ＧＳ 45 梅原 隆一 ウメハラ リュウイチ 三菱重工高砂スキー部 Ｃ 男性
46 ＧＳ 46 吉成 俊晴 ヨシナリ トシハル へそ曲りスキークラブ Ｃ 男性
47 ＧＳ 47 増永 喜亮 マスナガ ヨシアキ へそ曲りスキークラブ Ｃ 男性
48 ＧＳ 48 植田 篤志 ウエダ アツシ TEAM　INFINITY Ｃ 男性
49 ＧＳ 49 生駒 繁 イコマ シゲル バルガルディナスキークラブ Ｃ 男性
50 ＧＳ 50 市原 誉識 イチハラ タカシ 川重スキークラブ Ｃ 男性
51 ＧＳ 51 山口 国博 ヤマグチ クニヒロ バルガルディナスキークラブ Ｃ 男性
52 ＧＳ 52 北川 哲也 キタガワ テツヤ 姫路レーシングチーム Ｃ 男性
53 ＧＳ 53 小田 浩幸 オダ ヒロユキ ヴィンテージスキークラブ Ｃ 男性
54 ＧＳ 54 坂本 孝文 サカモト タカフミ 姫路レーシングチーム Ｃ 男性
55 ＧＳ 55 木村 義孝 キムラ ヨシタカ 山陽スキークラブ Ｃ 男性
56 ＧＳ 56 北川 斉 キタガワ ヒトシ 姫路レーシングチーム Ｃ 男性
57 ＧＳ 57 宮木 茂 ミヤキ シゲル 神戸レーシングチーム Ｃ 男性
58 ＧＳ 58 一ノ本 智毅 イチノモト トモキ マックアースSC兵庫 Ｂ 男性
59 ＧＳ 59 木村 拓朗 キムラ タクロウ 神鍋スキークラブ Ｂ 男性
60 ＧＳ 60 相地 久和 ソウジ ヒサカズ ネージュスキーチーム Ｂ 男性
61 ＧＳ 61 伊藤 昌桂 イトウ マサカツ Ｂ 男性
62 ＧＳ 62 上治 恒弥 ウエジ ヒサヤ 龍谷大学学友会体育局スキー部 Ａ 男性
63 ＧＳ 63 中村 大斗 ナカムラ ダイト 京都産業大学スキー部 Ａ 男性
64 ＧＳ 64 西田 一歩 ニシダ イッポ 関西大学体育会スキー競技部 Ａ 男性
65 ＧＳ 65 栂野 僚 トガノ リョウ 慶應義塾大学(ラ・シャールスキークラブ) Ａ 男性
66 ＧＳ 66 高部 侑汰 タカベ ユウタ 弘前大学競技スキー部 Ａ 男性
67 ＧＳ 67 明保野 弘翔 アケボノ コウショウ Ａ 男性
68 ＧＳ 68 小山 直哉 コヤマ ナオヤ 村岡高等学校 少年 男性
69 ＧＳ 69 中村 冠大 ナカムラ カンタ 豊岡総合高等学校 少年 男性



70 ＧＳ 70 西村 大地 ニシムラ ダイチ 村岡高等学校 少年 男性
71 ＧＳ 71 田中 伸弥 タナカ シンヤ 村岡高等学校 少年 男性
72 ＧＳ 72 西村 優輝 ニシムラ ユウキ 加古川北高等等学校 少年 男性
73 ＧＳ 73 岡本 孝平 オカモト コウヘイ 村岡高等学校 少年 男性
74 ＧＳ 74 魚住 拓実 ウオズミ タクミ 報徳学園スキー部 少年 男性
75 ＧＳ 75 一ノ本 廉 イチノモト レン 関宮学園 少年 男性
76 ＧＳ 76 吉門 拳臣 ヨシカド ケンシン 村岡高等学校 少年 男性
77 ＧＳ 78 今井 優助 イマイ ユウスケ 但馬農業高等学校 少年 男性
78 ＧＳ 79 坂口 裕一 サカグチ ユウイチ 村岡高等学校 少年 男性
79 ＧＳ 80 山田 岳志 ヤマダ タケシ 村岡高等学校 少年 男性
80 ＧＳ 81 下條 陽平 シモジョウ ヨウヘイ 報徳学園スキー部 少年 男性
81 ＧＳ 82 吉原 渉麿 ヨシハラ ショウマ 報徳学園スキー部 少年 男性
82 ＧＳ 83 森田 賢人 モリタ ケント 報徳学園スキー部 少年 男性
83 ＧＳ 84 稲野 勇太 イナノ ユウタ 報徳学園スキー部 少年 男性
84 ＧＳ 85 平田 倭生 ヒラタ シズキ 千種高等学校 少年 男性
85 ＧＳ 86 佐々木 聖人 ササキ マサト 豊岡高等学校 少年 男性
86 ＧＳ 87 豊島 崇至 トヨシマ タカシ 村岡ハチ北スキークラブ 少年 男性
87 ＧＳ 88 一ノ本禅都 イチノモトゼント 関宮学園 少年 男性


