
女子

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

1 5001616 2538240 北野 沙季 ｷﾀﾉ ｻｷ 岐阜 8.01 大阪学芸高校

2 5001667 外山 紗雪 ﾄﾔﾏ ｻﾕｷ 長野 7.49 白馬村SC

3 5001817 塚田 真央 ﾂｶﾀﾞ ﾏｵ 富山 7.44 富山FSC

4 5001709 2538178 原 つばさ ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 長野 7.33 白馬中学校

5 5001783 2538179 広瀬 怜楠 ﾋﾛｾ ﾚｲﾅ 長野 6.58 信州大学附属松本中学校

6 5001678 2535852 上林 澪奈 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｵﾅ 岐阜 5.99 岐阜フリースタイル

7 5001741 2538258 奥村 姫雪 ｵｸﾑﾗ ｷｾﾂ 岐阜 5.84 白鳥中学校

8 5001795 水沼 優希菜 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｷﾅ 神奈川 5.58 TEAM BUMPS

9 5001703 寺川 未来 ﾃﾗｶﾜ ﾐｸ 新潟 3.66 エキップFSC

10 5000673 2484831 竹森 清香 ﾀｹﾓﾘ ｷﾖｶ 新潟 3.44 ｴｷｯﾌﾟﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ

11 5001822 佐生 彩七 ｻｿｳ ｱﾔﾅ 新潟 2.95 エキップFSC

12 5001691 王 楓 ｵｳ ﾌｳ 新潟 2.85 ｴｷｯﾌﾟFSC

13 5001942 宮下 楓 ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ 長野 2.48 松商学園高校

14 5000635 秋山 美樹 ｱｷﾔﾏ ﾐｷ 福島 1.34 ﾁｰﾑﾘｽﾃﾙ

15 5001555 江村 歩実 ｴﾑﾗ ｱﾕﾐ 新潟 0.00 エキップFSC

16 5001954 原 みらい ﾊﾗ ﾐﾗｲ 長野 0.00 白馬南小学校

17 5001953 堀 翠月 ﾎﾘ ﾐﾂｷ 長野 0.00 白馬南小学校

18 5001955 吉川 和花 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 長野 0.00 白馬村スキークラブ

19 5001888 伴 和奏 ﾊﾞﾝ ﾜｶﾅ 福島 0.00 須賀川病院ｽｷｰ部

20 5001805 伴 和咲 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞｻ 福島 0.00 須賀川病院ｽｷｰ部

男子

ｐ SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

31 5001819 2537514 平井 堪大 ﾋﾗｲ ｶﾝﾀ 兵庫 12.70 WESTERN BUMPS

32 5000481 2484462 林 英孝 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 京都 8.25 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

33 5000222 岡本 直樹 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 栃木 7.32 宇都宮ＳＣ

34 5001762 加世 昌大 ｶｾ ｱｷﾋﾛ 新潟 7.09 ｴｷｯﾌﾟFSC

35 5001130 2530523 金田一 慶二 ｷﾝﾀﾞｲﾁ ｹｲｼﾞ 栃木 7.02 SUBARU SC

36 5001780 加藤 信之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 長野 6.90 白馬村SC

38 5001891 七海 快成 ﾅﾅｳﾐ ｶｲｾｲ 山梨 6.11 E組

39 5001462 2537021 関口 豊萌 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓ 富山 5.90 富山中部高校

40 5001910 梅村 浬太朗 ｳﾒﾑﾗ ﾘﾀﾛｳ 愛知 5.86 東海フリースタイルSC

41 5000266 2485151 高橋 一仁 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾞﾋﾄ 東京 5.69 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ

42 5000353 2528769 岡村 和彦 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 長野 4.99 長野市SC

43 5001826 酒井 重直 ｻｶｲ ｼｹﾞﾅｵ 愛知 4.47 東海フリースタイルSC

44 5000277 奈良 友人 ﾅﾗ ﾕｳﾄ 神奈川 4.43 川崎ﾌﾘｰｽﾀｲﾙSC

45 5001445 杉本 英範 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 青森 3.71 八甲田山FSSC

46 5001921 田畑 孝樹 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｷ 神奈川 3.69 TEAM BUMPS

48 5000297 今村 鋭二 ｲﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ 山梨 3.37 E組

49 5001943 宮下 朔人 ﾐﾔｼﾀ ｻｸﾄ 長野 3.06 伊那東部中学校

50 5001933 篠原 宇汰 ｼﾉﾊﾗ ｳﾀ 長野 2.76 白馬村SC

51 5001945 佐藤 潔 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 長野 2.73 白馬村スキークラブ

53 5001403 木藤 文三 ｷﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 大分 2.44 ﾐﾗｸﾙ九州

54 5001623 2537015 笠原 彰斗 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾄ 群馬 2.38 前橋ｽｷｰ連盟

55 5001798 斎藤 樹吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 秋田 2.30 平鹿中学校

56 5001922 田畑 孝磨 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾏ 神奈川 2.27 TEAM BUMPS

58 5001643 2537014 前川 翔 ﾏｴｶﾜ ｶｹﾙ 富山 2.11 富山FSC

59 5000285 2527261 中野 正紀 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 東京 1.75 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

61 5001968 前田 篤士 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 山梨 0.00 E組

63 5001804 菅野 直 ｶﾝﾉ ﾅｵｼ 福島 0.00 須賀川病院ｽｷｰ部

64 5001994 水田 大貴 ﾐｽﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 兵庫 0.00 PAPASU SKI CLUB

HSCフリースタイルスキー選手権大会モーグル大会

SAJ-B級　第1戦

エントリーリスト



女子

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

1 5001616 2538240 北野 沙季 ｷﾀﾉ ｻｷ 岐阜 8.01 大阪学芸高校

2 5001667 外山 紗雪 ﾄﾔﾏ ｻﾕｷ 長野 7.49 白馬村SC

3 5001817 塚田 真央 ﾂｶﾀﾞ ﾏｵ 富山 7.44 富山FSC

4 5001709 2538178 原 つばさ ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 長野 7.33 白馬中学校

5 5001783 2538179 広瀬 怜楠 ﾋﾛｾ ﾚｲﾅ 長野 6.58 信州大学附属松本中学校

6 5001678 2535852 上林 澪奈 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾐｵﾅ 岐阜 5.99 岐阜フリースタイル

7 5001741 2538258 奥村 姫雪 ｵｸﾑﾗ ｷｾﾂ 岐阜 5.84 白鳥中学校

8 5001795 水沼 優希菜 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾕｷﾅ 神奈川 5.58 TEAM BUMPS

9 5001703 寺川 未来 ﾃﾗｶﾜ ﾐｸ 新潟 3.66 エキップFSC

10 5000673 2484831 竹森 清香 ﾀｹﾓﾘ ｷﾖｶ 新潟 3.44 ｴｷｯﾌﾟﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ

11 5001822 佐生 彩七 ｻｿｳ ｱﾔﾅ 新潟 2.95 エキップFSC

12 5001691 王 楓 ｵｳ ﾌｳ 新潟 2.85 ｴｷｯﾌﾟFSC

13 5001942 宮下 楓 ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ 長野 2.48 松商学園高校

14 5000635 秋山 美樹 ｱｷﾔﾏ ﾐｷ 福島 1.34 ﾁｰﾑﾘｽﾃﾙ

15 5001555 江村 歩実 ｴﾑﾗ ｱﾕﾐ 新潟 0.00 エキップFSC

16 5001954 原 みらい ﾊﾗ ﾐﾗｲ 長野 0.00 白馬南小学校

17 5001953 堀 翠月 ﾎﾘ ﾐﾂｷ 長野 0.00 白馬南小学校

18 5001955 吉川 和花 ﾖｼｶﾜ ﾜｶ 長野 0.00 白馬村スキークラブ

19 5001888 伴 和奏 ﾊﾞﾝ ﾜｶﾅ 福島 0.00 須賀川病院ｽｷｰ部

20 5001805 伴 和咲 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞｻ 福島 0.00 須賀川病院ｽｷｰ部

ｐ

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

31 5001819 2537514 平井 堪大 ﾋﾗｲ ｶﾝﾀ 兵庫 12.70 WESTERN BUMPS

32 5000481 2484462 林 英孝 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 京都 8.25 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

33 5000222 岡本 直樹 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 栃木 7.32 宇都宮ＳＣ

34 5001762 加世 昌大 ｶｾ ｱｷﾋﾛ 新潟 7.09 ｴｷｯﾌﾟFSC

36 5001780 加藤 信之介 ｶﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 長野 6.90 白馬村SC

37 5000212 2485150 白井 泰浩 ｼﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 埼玉 6.62 ｴｸｽﾃｯｸさいたま

38 5001891 七海 快成 ﾅﾅｳﾐ ｶｲｾｲ 山梨 6.11 E組

39 5001462 2537021 関口 豊萌 ｾｷｸﾞﾁ ﾄﾓ 富山 5.90 富山中部高校

40 5001910 梅村 浬太朗 ｳﾒﾑﾗ ﾘﾀﾛｳ 愛知 5.86 東海フリースタイルSC

42 5000353 2528769 岡村 和彦 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 長野 4.99 長野市SC

43 5001826 酒井 重直 ｻｶｲ ｼｹﾞﾅｵ 愛知 4.47 東海フリースタイルSC

44 5000277 奈良 友人 ﾅﾗ ﾕｳﾄ 神奈川 4.43 川崎ﾌﾘｰｽﾀｲﾙSC

46 5001921 田畑 孝樹 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｷ 神奈川 3.69 TEAM BUMPS

47 5000268 2484472 西岡 弘毅 ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾀｶ 東京 3.63 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

48 5000297 今村 鋭二 ｲﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ 山梨 3.37 E組

49 5001943 宮下 朔人 ﾐﾔｼﾀ ｻｸﾄ 長野 3.06 伊那東部中学校

50 5001933 篠原 宇汰 ｼﾉﾊﾗ ｳﾀ 長野 2.76 白馬村SC

51 5001945 佐藤 潔 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 長野 2.73 白馬村スキークラブ

52 5000812 宇都宮 淳 ｳﾂﾉﾐﾔ ｱﾂｼ 東京 2.68 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ

53 5001403 木藤 文三 ｷﾄｳ ﾌﾞﾝｿﾞｳ 大分 2.44 ﾐﾗｸﾙ九州

54 5001623 2537015 笠原 彰斗 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾄ 群馬 2.38 前橋ｽｷｰ連盟

55 5001798 斎藤 樹吹 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 秋田 2.30 平鹿中学校

56 5001922 田畑 孝磨 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳﾏ 神奈川 2.27 TEAM BUMPS

57 5001692 髙見 健二 ﾀｶﾐ ｹﾝｼﾞ 新潟 2.14 ｴｷｯﾌﾟFSC

58 5001643 2537014 前川 翔 ﾏｴｶﾜ ｶｹﾙ 富山 2.11 富山FSC

59 5000285 2527261 中野 正紀 ﾅｶﾉ ﾏｻｷ 東京 1.75 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

60 5001979 白井 陽向 ｼﾗｲ ﾋﾅﾀ 埼玉 0.00 エクステックさいたま

62 5001957 2538180 浜田 誠真 ﾊﾏﾀﾞ ｾｲﾏ 大阪 0.00 チーム　サンガリア

63 5001804 菅野 直 ｶﾝﾉ ﾅｵｼ 福島 0.00 須賀川病院ｽｷｰ部

64 5001994 水田 大貴 ﾐｽﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 兵庫 0.00 PAPASU SKI CLUB

HSCフリースタイルスキー選手権大会モーグル大会

SAJ-B級　第2戦

エントリーリスト



女子

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

1 5001527 2534377 浅野 志織 ｱｻﾉ ｼｵﾘ 岐阜 13.90 県立岐阜商業高校

2 5001174 2531487 山本 帆夏 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 広島 12.84 It's MIRACLE

3 5001737 2538185 見瀬 クレア ﾐｾ ｸﾚｱ 大阪 12.64 ﾁｰﾑ ｻﾝｶﾞﾘｱ

4 5001639 2535747 佐藤 樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 東京 12.23 成城学園高校

5 5001471 2535060 石原 未来 ｲｼﾊﾗ ﾐﾗｲ 山梨 11.82 Ｅ組

6 5001534 2537160 中山 夢菜 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾒﾅ 東京 11.39 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

7 5001732 米原 小町 ﾖﾈﾊﾗ ｺﾏﾁ 富山 10.08 速星中学校

8 5001292 2532199 野口 陽彩 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛ 新潟 10.00 エキップFSC

9 5001894 坂井 ひかる ｻｶｲ ﾋｶﾙ 岐阜 9.82 日野小学校

10 5001395 2535855 吉田 麗夏 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾅ 岐阜 9.39 久居農林高校

12 5001773 2538267 中谷 妃菜 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾅ 富山 8.72 富山FSC

13 5001453 2534821 松尾 季咲 ﾏﾂｵ ｷｻｷ 愛知 8.70 西春高等学校

14 5001681 2535865 野瀬 有咲 ﾉｾ ｳｻｷ 岐阜 8.48 大阪学芸高校

15 5001774 中谷 美結 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾕ 富山 8.44 富山FSC

17 5001709 2538178 原 つばさ ﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 長野 7.33 白馬中学校

18 5001783 2538179 広瀬 怜楠 ﾋﾛｾ ﾚｲﾅ 長野 6.58 信州大学附属松本中学校

男子

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

21 5001414 2534825 川田 淳平 ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野 16.79 白馬村SC

ｐ 5001393 2531559 乾 貴王 ｲﾇｲ ﾀｶﾐ 長野 15.96 白馬村SC

23 5001208 2531908 平山 将大 ﾋﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 兵庫 14.73 PAPASU SKI CLUB

24 5001622 2537124 小林 龍司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 長野 14.15 長野市SC

25 5001060 2529709 尾登 可南太 ｵﾉﾎﾞﾘ ｶﾅﾀ 茨城 13.91 筑波大学

27 5001476 2534079 小山 晴叶 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 学連 13.75 松本大学

28 5000896 2527652 小岩 海 ｺｲﾜ ｶｲ 長野 13.25 信州大学医学部附属病院

29 5000432 2293011 濱田 耕輔 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 福井 12.87 福井MSC

30 5001533 2537149 小笹 海成 ｵｻﾞｻ ｶｲｾｲ 愛知 12.42 綾羽高校スキー部

31 5001601 2534470 長谷川 翔也 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 三重 12.30 ｱｲｴｽｽﾉｰｸﾗﾌﾞ

33 5001454 2534881 森岡 賢一 ﾓﾘｵｶ ｹﾝｲﾁ 大阪 12.15 イマトク

34 5001781 2535742 菅野 夢月 ｶﾝﾉ ﾑﾂｷ 長野 11.43 白馬高校

35 5000894 2528785 宮本 二郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 東京 10.98 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ

36 5000279 2527260 日良 康隆 ﾋﾗ ﾔｽﾀｶ 埼玉 10.34 ｴｸｽﾃｯｸさいたま

37 5001636 2538257 今泉 瑠善 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾙｲ 東京 9.98 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

38 5000253 2485134 堅田 真人 ｶﾀﾀﾞ ﾅｵﾄ 東京 9.54 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ

41 5001823 2538256 橋下 太一 ﾊｼｼﾀ ﾀｲﾁ 愛知 8.93 東海フリースタイルSC

42 5001740 尾崎 志穏 ｵｻﾞｷ ｼｵﾝ 兵庫 8.93 PAPASU SKI CLUB

43 5000328 2528066 武居 正剛 ﾀｹｲ ﾏｻﾀｶ 長野 8.84 茅野市ｽｷｰ協会

45 5000223 2440144 小池 健一郎 ｺｲｹ ｹﾝｲﾁﾛｳ 埼玉 8.58 ｱﾐｨSC

46 5000487 2440203 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 京都 8.57 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

47 5000481 2484462 林 英孝 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 京都 8.25 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

第40回長野県フリースタイルスキー選手権

モーグル競技

エントリーリスト



女子

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

1 5001527 2534377 浅野 志織 ｱｻﾉ ｼｵﾘ 岐阜 13.90 県立岐阜商業高校

2 5001174 2531487 山本 帆夏 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 広島 12.84 It's MIRACLE

3 5001737 2538185 見瀬 クレア ﾐｾ ｸﾚｱ 大阪 12.64 ﾁｰﾑ ｻﾝｶﾞﾘｱ

4 5001639 2535747 佐藤 樹 ｻﾄｳ ｲﾂｷ 東京 12.23 成城学園高校

5 5001471 2535060 石原 未来 ｲｼﾊﾗ ﾐﾗｲ 山梨 11.82 Ｅ組

6 5001534 2537160 中山 夢菜 ﾅｶﾔﾏ ﾕﾒﾅ 東京 11.39 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

7 5001732 米原 小町 ﾖﾈﾊﾗ ｺﾏﾁ 富山 10.08 速星中学校

8 5001292 2532199 野口 陽彩 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛ 新潟 10.00 エキップFSC

9 5001894 坂井 ひかる ｻｶｲ ﾋｶﾙ 岐阜 9.82 日野小学校

10 5001395 2535855 吉田 麗夏 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾅ 岐阜 9.39 久居農林高校

11 5001573 2537023 多田 陽花 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 富山 9.00 富山FSC

12 5001773 2538267 中谷 妃菜 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾅ 富山 8.72 富山FSC

13 5001453 2534821 松尾 季咲 ﾏﾂｵ ｷｻｷ 愛知 8.70 西春高等学校

14 5001681 2535865 野瀬 有咲 ﾉｾ ｳｻｷ 岐阜 8.48 大阪学芸高校

15 5001774 中谷 美結 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾕ 富山 8.44 富山FSC

16 5001667 外山 紗雪 ﾄﾔﾏ ｻﾕｷ 長野 7.49 白馬村SC

19 5001942 宮下 楓 ﾐﾔｼﾀ ｶｴﾃﾞ 長野 2.48 松商学園高校

男子

BIB SAJNO FISNO 氏名 フリガナ 県連盟 SAJ-P 所属

21 5001414 2534825 川田 淳平 ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野 16.79 白馬村SC

ｐ 5001393 2531559 乾 貴王 ｲﾇｲ ﾀｶﾐ 長野 15.96 白馬村SC

23 5001208 2531908 平山 将大 ﾋﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 兵庫 14.73 PAPASU SKI CLUB

24 5001622 2537124 小林 龍司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 長野 14.15 長野市SC

25 5001060 2529709 尾登 可南太 ｵﾉﾎﾞﾘ ｶﾅﾀ 茨城 13.91 筑波大学

26 5001476 2534079 小山 晴叶 ｺﾔﾏ ﾊﾙｶ 学連 13.75 松本大学

27 5000896 2527652 小岩 海 ｺｲﾜ ｶｲ 長野 13.25 信州大学医学部附属病院

28 5000432 2293011 濱田 耕輔 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 福井 12.87 福井MSC

29 5001533 2537149 小笹 海成 ｵｻﾞｻ ｶｲｾｲ 愛知 12.42 綾羽高校スキー部

30 5001601 2534470 長谷川 翔也 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾔ 三重 12.30 ｱｲｴｽｽﾉｰｸﾗﾌﾞ

31 5001256 2532183 植松 信 ｳｴﾏﾂ ｼﾝ 富山 12.25 富山FSC

32 5001454 2534881 森岡 賢一 ﾓﾘｵｶ ｹﾝｲﾁ 大阪 12.15 イマトク

33 5001781 2535742 菅野 夢月 ｶﾝﾉ ﾑﾂｷ 長野 11.43 白馬高校

34 5000894 2528785 宮本 二郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 東京 10.98 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ

35 5000279 2527260 日良 康隆 ﾋﾗ ﾔｽﾀｶ 埼玉 10.34 ｴｸｽﾃｯｸさいたま

36 5001636 2538257 今泉 瑠善 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾙｲ 東京 9.98 ﾁｰﾑ ｼﾞｮｯｸｽ

37 5000253 2485134 堅田 真人 ｶﾀﾀﾞ ﾅｵﾄ 東京 9.54 ﾎｯﾄｱﾝﾄﾞｸﾚｲｼﾞｰ

39 5001823 2538256 橋下 太一 ﾊｼｼﾀ ﾀｲﾁ 愛知 8.93 東海フリースタイルSC

40 5001740 尾崎 志穏 ｵｻﾞｷ ｼｵﾝ 兵庫 8.93 PAPASU SKI CLUB

41 5000328 2528066 武居 正剛 ﾀｹｲ ﾏｻﾀｶ 長野 8.84 茅野市ｽｷｰ協会

42 5000223 2440144 小池 健一郎 ｺｲｹ ｹﾝｲﾁﾛｳ 埼玉 8.58 ｱﾐｨSC

43 5000487 2440203 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 京都 8.57 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

44 5000481 2484462 林 英孝 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 京都 8.25 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

46 5001943 宮下 朔人 ﾐﾔｼﾀ ｻｸﾄ 長野 3.06 伊那東部中学校

47 5001933 篠原 宇汰 ｼﾉﾊﾗ ｳﾀ 長野 2.76 白馬村SC

HSCフリースタイルスキー選手権大会モーグル大会

SAJ-A級
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