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9 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ 13 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員
10 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員 14 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員
11 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員 15 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員
12 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員 16 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級

13 川端 佑沙 カワバタ ユサ 東京都 指導員 1 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員
14 根本 風花 ネモト フウカ 東京都 指導員 2 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員
15 高橋 知寿 タカハシ チズ 新潟県 指導員 3 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員
16 渡邊 渚 ワタナベ ナギサ 新潟県 １級 4 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員

1 石井 理紗 イシイ リサ 北海道 指導員 5 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級
2 青木 美和 アオキ ミワ 新潟県 指導員 6 大場 優希 オオバ ユウキ 北海道 指導員
3 春原 優衣 スノハラ ユイ 長野県 指導員 7 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員
4 弓野 華緒 ユミノ カオ 北海道 指導員 8 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員
5 堀田 由佳子 ホッタ ユカコ 岡山県 １級 9 神谷 来美 カミヤ クルミ 北海道 ﾃｸﾆｶﾙ
6 大場 優希 オオバ ユウキ 北海道 指導員 10 勝浦 由衣 カツウラ ユイ 北海道 指導員
7 渋谷 潤子 シブヤ ジュンコ 石川県 指導員 11 大場 朱莉 オオバ アカリ 宮城県 指導員
8 栗山 未来 クリヤマ ミク 新潟県 指導員 12 飯田 あゆみ イイダ アユミ 富山県 指導員

15 須川 尚樹 スガワ ナオキ 北海道 指導員 23 本田 佳祐 ホンダ ケイスケ 新潟県 指導員
16 唐沢 航希 カラサワ コウキ 長野県 準指 24 佐藤 栄一 サトウ エイイチ 新潟県 指導員
17 鈴木 洋律 スズキ ヒロノリ 秋田県 指導員 25 渡部 浩司 ワタナベ コウジ 山形県 指導員
18 兼子 稔 カネコ ミノル 秋田県 指導員 26 村上 恭太 ムラカミ キョウタ 石川県 指導員
19 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 北海道 準指 27 福田 司 フクダ ツカサ 栃木県 準指
20 奥村 駿 オクムラ シュン 京都府 １級 28 山野井 全 ヤマノイ ゼン 北海道 準指
21 山田 椋喬 ヤマダ キョウスケ 東京都 １級 29 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 北海道 指導員
22 鈴木 大智 スズキ ダイチ 北海道 指導員 30 武田 竜 タケダ リュウ 北海道 指導員

23 本田 佳祐 ホンダ ケイスケ 新潟県 指導員 1 柏木 義之 カシワギ ヨシユキ 新潟県 指導員
24 佐藤 栄一 サトウ エイイチ 新潟県 指導員 2 石水 克友 イシミズ カツトモ 岐阜県 指導員
25 渡部 浩司 ワタナベ コウジ 山形県 指導員 3 齋藤 圭哉 サイトウ ケイヤ 長野県 １級
26 村上 恭太 ムラカミ キョウタ 石川県 指導員 4 青木 哲也 アオキ テツヤ 新潟県 指導員
27 福田 司 フクダ ツカサ 栃木県 準指 5 石田 俊介 イシダ シュンスケ 山梨県 指導員
28 山野井 全 ヤマノイ ゼン 北海道 準指 6 丸山 貴雄 マルヤマ タカオ 長野県 指導員
29 井山 敬介 イヤマ ケイスケ 北海道 指導員 7 高瀬 慎一 タカセ シンイチ 富山県 指導員
30 武田 竜 タケダ リュウ 北海道 指導員 8 川尻 幸之介 カワジリ コウノスケ 富山県 準指

1 柏木 義之 カシワギ ヨシユキ 新潟県 指導員 9 酒井 拓也 サカイ タクヤ 新潟県 指導員
2 石水 克友 イシミズ カツトモ 岐阜県 指導員 10 関原 威吹 セキハラ イブキ 学連 １級
3 齋藤 圭哉 サイトウ ケイヤ 長野県 １級 11 尾﨑 勇紀 オザキ ユウキ 北海道 指導員
4 青木 哲也 アオキ テツヤ 新潟県 指導員 12 森田 昂也 モリタ コウヤ 東京都 １級
5 石田 俊介 イシダ シュンスケ 山梨県 指導員 13 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 北海道 指導員
6 丸山 貴雄 マルヤマ タカオ 長野県 指導員 14 水落 亮太 ミズオチ リョウタ 新潟県 指導員
7 高瀬 慎一 タカセ シンイチ 富山県 指導員 15 須川 尚樹 スガワ ナオキ 北海道 指導員
8 川尻 幸之介 カワジリ コウノスケ 富山県 準指 16 唐沢 航希 カラサワ コウキ 長野県 準指
9 酒井 拓也 サカイ タクヤ 新潟県 指導員 17 鈴木 洋律 スズキ ヒロノリ 秋田県 指導員

10 関原 威吹 セキハラ イブキ 学連 １級 18 兼子 稔 カネコ ミノル 秋田県 指導員
11 尾﨑 勇紀 オザキ ユウキ 北海道 指導員 19 安井 章博 ヤスイ アキヒロ 北海道 準指
12 森田 昂也 モリタ コウヤ 東京都 １級 20 奥村 駿 オクムラ シュン 京都府 １級
13 片岡 嵩弥 カタオカ タカヤ 北海道 指導員 21 山田 椋喬 ヤマダ キョウスケ 東京都 １級
14 水落 亮太 ミズオチ リョウタ 新潟県 指導員 22 鈴木 大智 スズキ ダイチ 北海道 指導員
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③小回り　急斜面・不整地 ④小回りフリー　急斜面・ナチュラル


