
【スノーボード・ハーフパイプ】

番号 カテゴリ 名前 ふりがな 性別 年齢 所属

1 国内 玉田　貴ら たまだ　たから 女 26 キャラファクトリー

2 国内 青木　浩範 あおき　ひろのり 男 20 ヤマゼンロックザキッズ

3 国内 口寸保　頼央 くちすぼ　らいお 男 19 HOOD

4 国内 菊地原　小弥汰 きくちはら　こやた 男 16 ネクストアムゼスノーボードクラブ

5 国内 齊藤　蒼太 さいとう　そうた 男 16 オールアルビレックス

6 国内 南野　洋 みなみの　よう 男 16 PLUS.S

7 国内 金子　恵汰 かねこ　けいた 男 14 ネクストアムゼスノーボードクラブ

8 国内 杉﨑　大翔 すぎざき　ひろと 男 14 オールアルビレックス

9 国内 園田　恵吾 そのだ　けいご 男 13 上越国際JSC

10 国内 大橋　虹介 おおはし　こうすけ 男 13 高鷲スノーパークSC

11 国内 山本　浬 やまもと　かいり 男 11 オールアルビレックス

12 国内 嶋﨑　珀 しまさき　はく 男 11 ヤマゼンロックザキッズ

13 国内 覚張　美咲 かくばり　みさき 女 19 練馬区スキー協会

14 国内 山田　莉乃香 やまだ　りのか 女 16 クルーズ

15 国内 北村　葉月 きたむら　はづき 女 16 札幌新陽高等学校

16 国内 皆木　蘭 みなぎ　らん 女 14 ヤマゼンロックザキッズ

17 国内 稲葉　美琴 いなば　みこと 女 13 スノーヴァ新横浜

18 国内 黒沢　真紘 くろさわ　まひろ 女 13 YAMAZEN ROCK THE KIDS
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番号 カテゴリ 名前 ふりがな 性別 年齢 所属

1 国内 稲村　奎汰 いなむら　けいた 男 23 ムラサキスポーツ

2 国内 辻　陽太 つじ　ひなた 男 20 CLUB HARO

3 国内 白河　舞冬 しらかわ　まふゆ 男 19 キララクエストスノーボードクラブ

4 国内 山瀬　拳生 やませ　けんしょう 男 19 MORISPOSC

5 国内 小畑　魁士 おばた　かいし 男 18 ヤマゼンロックザキッズ

6 国内 長澤　颯飛 ながさわ　はやと 男 18 開志国際高等学校

7 国内 西條　一希 さいじょう　かずき 男 17 キララクエストスノーボードクラブ

8 国内 阿部　迅市郎 あべ　じんいちろう 男 17 SEAMORE

9 国内 山田　悠翔 やまだ　ゆうと 男 16 STANCER

10 国内 辻　晴陽 つじ　はるひ 男 16 CLUB HARO

11 国内 大坪　脩三郎 おおつぼ　しゅうざぶろう 男 16 STANCER

12 国内 小笠原　成南 おがさわら　せなん 男 16 キャラファクトリー

13 国内 藤谷　瞭至 ふじや　りょうじ 男 16 札幌新陽高等学校

14 国内 木村　葵来 きむら　きら 男 16 ムラサキスポーツ

15 国内 根岸　宥景 ねぎし　うきょう 男 15 尾瀬スポーツクラブ

16 国内 荻原　大翔 おぎわら　ひろと 男 15 尾瀬スノースポーツクラブ

17 国内 柿本　優空 かきもと　ゆうあ 男 14 ムラサキスポーツ

18 国内 宮村　結斗 みやむら　ゆうと 男 14 ムラサキスポーツ

19 国内 加来　秀生 かく　しゅうせい 男 14 ムラサキスポーツ北海道

20 国内 枝松　一仁 えだまつ　かずひと 男 12 キララクエストスノーボードクラブ

21 国内 芳家　里菜 よしか　りな 女 21 大垣スキー協会

22 国内 相澤　真央 あいざわ　まお 女 21 キャラファクトリー

23 国内 小室　優菜 こむろ　ゆうな 女 19 ヨネックス

24 国内 木村　稜 きむら　りょう 女 19 SEAMORE

25 国内 奥山　華波 おくやま　かなみ 女 17 STANCER

26 国内 浅沼　妃莉 あさぬま　ひなり 女 17 ムラサキスポーツ北海道

27 国内 前田　涼葉 まえだ　すずは 女 16 札幌新陽高等学校

28 国内 小谷　結衣 こたに　ゆい 女 14 ヤマゼンロックザキッズ

29 国内 中川　綾乃 なかがわ　あやの 女 14 オールアルビレックス

30 国内 森井　姫明麗 もりい　きあら 女 13 キャラファクトリー
31 国内 加来　優生 かく　ゆうせい 男 16 札幌新陽高等学校
32 国内 相澤　亮 あいざわ　りょう 男 21 中京大学

33 国内 濵田　海人 はまだ　かいと 男 20 ムラサキスポーツ北海道

34 国内 鈴木　淳宏 すずき　あつひろ 男 20 キララクエストスノーボードクラブ

35 国内 工藤　大和 くどう　やまと 男 18 ムラサキスポーツ

36 国内 小沼　悠 こぬま　はるか 男 17 キララクエストスノーボードクラブ

37 国内 岡嶋　大空 おかじま　だいあ 男 15 STANCER

38 国内 米村　虎之助 よねむら　とらのすけ 男 15 オールアルビレックス

39 国内 南谷　花都 みなみや　はなと 男 13 ムラサキスポーツ北海道

40 国内 齋藤　悠斗 さいとう　ゆうと 男 13 オールアルビレックス

41 国内 相川　隆喜 あいかわ　たかき 男 13 渋谷区スキー連盟

42 国内 今野　颯心 こんの　りゅうしん 男 13 See's

43 国内 木本　来飛 きもと　らいと 男 13 オールアルビレックス

44 国内 岩崎　晃汰 いわさき　こうた 男 12 オールアルビレックス

【スノーボード・スロープスタイル／ビッグエア】



45 国内 清水　絆平 しみず　きっぺい 男 12 ヤマゼンロックザキッズ

46 国内 山本　浬 やまもと　かいり 男 11 オールアルビレックス

47 国内 大越　凪 おおこし　なぎる 男 11 ムラサキスポーツ北海道

48 国内 井口　和友 いのくち　わゆ 男 11 ヤマゼンロックザキッズ

49 国内 原　優希乃 はら　ゆきの 女 17 ムラサキスポーツ

50 国内 加藤　瑚羽紅 かとう　こはく 女 15 チームクレブ

51 国内 榊原　心菜 さかきばら　ここな 女 14 キャラファクトリー

52 国内 加藤　陽乃花 かとう　ひのか 女 14 チームクレブ

53 国内 瀧澤　双葉 たきざわ　ふたば 女 13 尾瀬スノースポーツクラブ

54 国内 村瀬　由徠 むらせ　ゆら 女 13 ムラサキスポーツ

55 国内 佐野　心美 さの　ここみ 女 12 ムラサキスポーツ

56 国内 加藤　衣麻里 かとう　いまり 女 12 チームクレブ

57 国内 中森　帆夏 なかもり　はんな 女 12 キララクエストスノーボードクラブ

58 国内 高木　咲楽 たかぎ　さら 女 11 キララクエストスノーボードクラブ


