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21 21 渡邉　一将 わたなべ　かずまさ 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブＡ 福岡

22 22 甲斐　竣一 かい　しゅんいち 九重ジュニアレーシングクラブ 九重ジュニアレーシングクラブ　男子 大分

23 23 古江　泰己 ふるえ　たいき 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブＢ 福岡

24 24 久田　裕貴 ひさだ　ゆうき 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニアＡ 佐賀

25 25 吉村　拓治 よしむら　たくじ 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニアＣ　 佐賀

26 26 加塩　佑海 かしお　ゆう 鹿児島ジュニアＳＣ 鹿児島ジュニア　ゆう 鹿児島

27 27 池田　健人 いけだ　けんと Junior Alpine Kumamoto JAK　中１　 熊本

28 28 阿南　悠生 アナンユウキ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブ（Jr) 大分

29 29 川畑　裕暉 かわばた　ひろき 鹿児島ジュニアＳＣ 鹿児島ジュニア　チーム川畑 鹿児島

30 30 田浦　裕 たうら　ゆたか 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　中学生チーム 宮崎

31 31 上野　渉太 うえの　しょうた 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブＡ 福岡

32 32 安部　陽翔 あべ　はると 九重ジュニアレーシングクラブ 九重ジュニアレーシングクラブ　男子 大分

33 33 渡邉　大志 わたなべ　たいし 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブＢ 福岡

34 34 中西　冬近 なかにし　ふゆちか 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニアＡ 佐賀

35 35 古賀　禅一 こが　ぜんいち 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニアＣ　 佐賀

36 36 高橋　佳愛 たかはし　かえ 鹿児島ジュニア 鹿児島ジュニア　ゆう 鹿児島

37 37 池田　朱里 いけだ　あかり Junior Alpine Kumamoto JAK　中１　 熊本

38 38 外山　佳怜 トヤマカレン 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブ（Jr) 大分

39 39 村田　響 むらた　ひびき 鹿児島ジュニアＳＣ 鹿児島ジュニア　チーム川畑 鹿児島

40 40 内倉　大輔 うちくら　だいすけ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　中学生チーム 宮崎

41 41 小川広惺 オガワコウセイ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブ 大分

42 42 井上　遼 いのうえ　りょう 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎

43 43 井上　斗真 いのうえ　とうま 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎

44 44 池田　大和 いけだ　やまと Junior Alpine Kumamoto JAK　 熊本

45 45 前田　春輝 まえだ　はる 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブ 福岡

46 46 上杉　壮 うえすぎ　そう 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブ 福岡

47 47 安藤源太郎 あんどうげんたろう 大分すべろう会　　 大分すべろう会　　 大分

48 48 依馬　雅広 えま　まさひろ Junior Alpine Kumamoto JAK　 熊本

49 49 前田　空輝 まえだ　そら 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブＡ 福岡

50 50 荒井　優翔 あらい　ゆうと 九重ジュニアレーシングクラブ 九重ジュニアレーシングクラブ　男子 大分

51 51 渡邉　元成 わたなべ　もとなり 茜ジュニアスキークラブ 茜ジュニアスキークラブＢ 福岡

52 52 立川　遼太 たちかわ　りょうた 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニアＡ 佐賀

53 53 稲増　秀成 いなます　しゅうせい 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニアＣ　 佐賀

54 54 加塩　恋雪 かしお　こゆき 鹿児島ジュニアＳＣ 鹿児島ジュニア　ゆう 鹿児島

55 55 森岡　鈴菜 もりおか　すずな Junior Alpine Kumamoto JAK　中１　 熊本

56 56 小川心温 オガワコハル 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブ（Jr) 大分

57 57 川畑　舞桜 かわばた　まお 鹿児島ジュニアＳＣ 鹿児島ジュニア　チーム川畑 鹿児島

58 58 山崎　響 やまざき　ひびき 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　中学生チーム 宮崎

78 78 小川　大策 おがわ　だいさく 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシングＡ 熊本

79 79 杉本　和輝 すぎもと　かずき スキーチームスノーマン スキーチームスノーマン 大分
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80 80 福山　涼太 ふくやま　りょうた 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシングＢ 熊本

81 81 濱谷　秀冶 はまたに　しゅうじ チームガリニア チームガリニアA 福岡

82 82 加瀬　孝浩 かせ　たかひろ 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシング（マスターズ） 熊本

83 83 藤本　航太 ふじもと　こうた 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　大学生チーム 宮崎

84 84 井上　功 いのうえ　いさお 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　功チーム 宮崎

85 85 遠山吉光 とおやまよしみつ 福岡スベロー会 福岡スベロー会男子 福岡

86 86 小関祐治 おぜきゆうじ 大分すべろう会　　 大分すべろう会　　 大分

87 87 小川宏明 オガワアツノリ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブC 大分

88 88 中林　健 なかばやし　たけし Junior Alpine Kumamoto JAK　コーチ陣 熊本

89 89 坂口　京子 さかぐち　きょうこ チームガリニア チームガリニアB 福岡

90 90 峯　　孝廣 ミネ　タカヒロ 佐賀スノースキー 佐賀スノースキー隼 佐賀

91 91 橋積　崇 ハシズミ　タカシ 司塾 司塾 福岡

92 92 西條　陽一 さいじょう　よういち 熊本クリスタルスキークラブ 熊本クリスタルスキークラブ　成年A 熊本

93 93 鶴谷　裕 つるや　ゆたか 新日鉄住金(株)八幡製鐵所山岳同好会スキー班 新日鉄住金八幡　還暦オーバー 福岡

94 94 石田　幸弘 イシダユキヒロ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー鷹 佐賀

95 95 浦尻　雅彦 うらじり　まさひこ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　さんペーチーム 宮崎

96 96 松本隆明 まつもとたかあき 北九州スキークラブ 北九州スキークラブ 福岡

97 97 吉玉　孝志 よしたま　たかし 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　吉玉チーム 宮崎

98 98 野田　成実 ノダ　ナルミ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー鳶 佐賀

99 99 松本康史 マツモトヤスシ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブD 大分

100 100 横川　晟吾 よこがわ　せいご 五ヶ瀬中等スキー部 五ヶ瀬中等スキー部　男子チーム 宮崎

101 101 中森　麟太朗 なかもり　りんたろう 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニア Ｄ  with おじさんず 佐賀

102 102 山田　雅仁 やまだ　まさと 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシングＡ 熊本

103 103 西田　太一 にしだ　たいち スキーチームスノーマン スキーチームスノーマン 大分

104 104 中村　琴子 なかむら　ことこ 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシングＢ 熊本

105 105 山道　正明 やまじ　まさあき チームガリニア チームガリニアA 福岡

106 106 田北　和博 たきた　かずひろ 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシング（マスターズ） 熊本

107 107 坂井　優光 さかい　ゆうき 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　大学生チーム 宮崎

108 108 多田隈　俊哉 ただくま　としや 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　功チーム 宮崎

109 109 田上義広 たがみよしひろ 福岡スベロー会 福岡スベロー会男子 福岡

110 110 渡辺哲也 わたなべてつや 大分すべろう会　　 大分すべろう会　　 大分

111 111 多田崇一 タダタカカズ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブC 大分

112 112 池田　泰介 いけだ　たいすけ Junior Alpine Kumamoto JAK　コーチ陣 熊本

113 113 小田　聖司 おだ　せいじ チームガリニア チームガリニアB 福岡

114 114 春川　幸作 ハルカワ　コウサク 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー隼 佐賀

115 115 山本　勝徳  ヤマモト　　カツノリ 司塾 司塾 福岡

116 116 増永　博 ますなが　ひろし 熊本クリスタルスキークラブ 熊本クリスタルスキークラブ　成年A 熊本

117 117 日下部　信夫 くさかべ　のぶお 新日鉄住金(株)八幡製鐵所山岳同好会スキー班 新日鉄住金八幡　還暦オーバー 福岡

118 118 宮崎　直紀 ミヤザキ　ナオキ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー鷹 佐賀

119 119 山崎　詳仁 やまざき　あきひと 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　さんペーチーム 宮崎
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120 120 前田昭 まえだあきら 北九州スキークラブ 北九州スキークラブ 福岡

121 121 田浦　希 たうら　のぞむ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　吉玉チーム 宮崎

122 122 大庭　忠弘 オオバ　タダヒロ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー鳶 佐賀

123 123 相良友一 サガラトモイチ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブD 大分

124 124 秋月　清士郎 あきつき　せいしろう 五ヶ瀬中等スキー部 五ヶ瀬中等スキー部　男子チーム 宮崎

125 125 田中　くるみ たなか　くるみ 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニア Ｄ  with おじさんず 佐賀

126 126 河野　健一 カワノ 　　 ｹﾝｲﾁ 司塾 司塾 福岡

127 127 坂井　星軌 さかい　しょうき 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　高校生チーム 宮崎

128 128 平島　雅彦 ひらしま　まさひこ 福岡レーシング 福岡レーシング 福岡

129 129 大賀　英一 おおが　えいいち Junior Alpine Kumamoto JAK　 熊本

130 130 小代修二 しょうだいしゅうじ 福岡スベロー会 福岡スベロー会 福岡

131 131 池田友行 いけだともゆき 福岡スベロー 福岡スベロー 福岡

132 132 森　祐貴 もり　ゆうき 九重ジュニアレーシングクラブ 九重ジュニアレーシングクラブ 大分

133 133 安部　隆信 あべ　たかのぶ 九重ジュニアレーシングクラブ 九重ジュニアレーシングクラブ 大分

134 134 松本　一弥 まつもと　かずや 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシングＡ 熊本

135 135 辻　雅英 つじ　まさひで スキーチームスノーマン スキーチームスノーマン 大分

136 136 園村　友都 そのむら　ゆうと 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシングＢ 熊本

137 137 本山　孝祐 もとやま　こうすけ チームガリニア チームガリニアA 福岡

138 138 澤山　法義 さわむら　のりよし 熊本レーシングスキークラブ 熊本レーシング（マスターズ） 熊本

139 139 百瀬　彬洸 ももせ　あきひろ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　大学生チーム 宮崎

140 140 内倉　浩二 うちくら　こうじ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　功チーム 宮崎

141 141 古江秀崇 ふるえひでたか　 福岡スベロー会 福岡スベロー会男子 福岡

142 142 河野芳範 こうのよしのり 大分すべろう会 大分すべろう会　　 大分

143 143 糸永敏明 イトナガトシアキ 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブC 大分

144 144 浦本　亮 うらもと　あきら Junior Alpine Kumamoto JAK　コーチ陣 熊本

145 145 山口　洋介 やまぐち　ようすけ チームガリニア チームガリニアB 福岡

146 146 川浪　伸洋 カワナミ　ノブヒロ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー隼 佐賀

147 147 高橋　　司 タカハシ　ツカサ 司塾 司塾 福岡

148 148 玉野　龍 たまの　りゅう 熊本クリスタルスキークラブ 熊本クリスタルスキークラブ　成年A 熊本

149 149 竹田　雅文 たけだ　まさふみ 新日鉄住金(株)八幡製鐵所山岳同好会スキー班 新日鉄住金八幡　還暦オーバー 福岡

150 150 高名　郁弥 タカナ　イクヤ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー鷹 佐賀

151 151 園川　裕典 そのかわ　ひろのり 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　さんペーチーム 宮崎

152 152 吉村和幸 よしむらかずゆき 北九州スキークラブ 北九州スキークラブ 福岡

153 153 藤本　弘二 ふじもと　こうじ 宮崎ジュニアスキークラブ 宮崎ジュニア　吉玉チーム 宮崎

154 154 桑原　武文 クワハラ　タケフミ 佐賀スノースキークラブ 佐賀スノースキー鳶 佐賀

155 155 扈山　滋 コヤマシゲル 大分県教職員スキークラブ 大分県教職員スキークラブD 大分

156 156 富田　悠太郎 とみた　ゆうたろう 五ヶ瀬中等スキー部 五ヶ瀬中等スキー部　男子チーム 宮崎

157 157 田中　聖二 たなか　せいじ 佐賀ジュニアスキーチーム 佐賀ジュニア Ｄ  with おじさんず 佐賀

＊スタート(Bib №)順は男女通して設定しています。以下のとおり。

１　女子Ｊｒ Bib №   1～ 20 20名

２　男子Ｊｒ Bib №  20～ 58 38名 (女子7名を含む）

３　女子一般 Bib №  59～ 77 19名

４　男子一般 Bib №  78～157 80名 (女子3名を含む）

計 157名 　(女子選手 49名、男子選手 108名)


