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BibNo. クラス 所属クラブ 氏名 しめい 旗門通過
1 小学女子 与野スキークラブ 家田　采子 いえだ　あこ
2 小学女子 個人 大野　夏実 おおの　なつみ
3 小学女子 リベルタスキークラブ 滝沢　雪音 たきざわ　ゆきね
4 小学男子 リベルタスキークラブ 大滝　丸平 おおたき　まるへい
5 小学男子 個人 佐藤　海翔 さとう　かいと
6 小学男子 岩槻おはようスキークラブ 加藤　颯亮 かとう　そうすけ
7 小学男子 与野スキークラブ 家田　力毅 いえだ　りき
8 小学男子 個人 大野　正敬 おおの　まさたか
9 小学男子 岩槻おはようスキークラブ 加藤　宏哉 かとう　こうや

10 小学女子 シーファーレンスキークラブ 鶴巻　煌也 つるまき　こうや
11 小学男子 さいたま市役所スキー部 片倉　冬梧 かたくら　とうご
12 中学女子 浦和スキークラブ 植松　春香 うえまつ　はるか
13 中学男子 浦和スキークラブ 植松　幹太 うえまつ　かんた
14 中学男子 アミイスキークラブ 影山　暖士 かげやま　のと
15 中学男子 個人 小野　和将 おの　かずまさ
16 中学男子 岩槻おはようスキークラブ 新井　　薫 あらい　かおる
17 中学男子 個人 井上　颯 いのうえ　はやて
18 マスターズの部D スノーフェロースキークラブ 高橋　　繁 たかはし　しげる
19 マスターズの部D ＴＳＳＣ 福原　力 ふくはら　ちから
20 マスターズの部D 岩槻おはようスキークラブ 斉藤　博俊 さいとう　ひろとし
21 マスターズの部D 与野スキークラブ 渡部　好夫 わたなべ　よしお
22 マスターズの部D ＴＳＳＣ 谷　啓 たに　あきら
23 マスターズの部D サンスノーＳ．Ｃ 加藤　治男 かとう　はるお
24 マスターズの部D アミイスキークラブ 大熊　忠男 おおくま　ただお
25 マスターズの部D ＴＳＳＣ 元木　光雄 もとき　みつお
26 マスターズの部D スノーフェロースキークラブ 佐藤　清章 さとう　きよあき
27 マスターズの部D スノーフェロースキークラブ 大出　雅之 おおいで　まさゆき
28 マスターズの部D スポーツファクトリースキークラブ小林　耕治 こばやし　こうじ
29 マスターズの部C ＴＳＳＣ 遠山　洋一 とうやま　よういち
30 マスターズの部C ＴＳＳＣ 小林　東次 こばやし　とうじ
31 マスターズの部C アミイスキークラブ 神戸　知充 かんべ　ともみつ
32 マスターズの部C 与野スキークラブ 小野塚　雅之 おのづか　まさゆき
33 マスターズの部C 岩槻おはようスキークラブ 新井　義久 あらい　よしひさ
34 マスターズの部C スポーツファクトリースキークラブ伊藤　和好 いとう　かずよし
35 マスターズの部C 与野スキークラブ 井山　和夫 いやま　かずお
36 マスターズの部C 与野スキークラブ 斉藤　義雄 さいとう　よしお
37 マスターズの部C シーファーレンスキークラブ 阪依田　隆文 さかよだ　たかふみ
38 マスターズの部C スポーツファクトリースキークラブ新實　収 にいのみ　おさむ
39 マスターズの部C ＴＳＳＣ 三浦　一秋 みうら　かずあき
40 マスターズの部C シーファーレンスキークラブ 河合　誠 かわい　まこと
41 マスターズの部C スポーツファクトリースキークラブ益山　敏之 ますやま　としゆき
42 マスターズの部C ＴＳＳＣ 滝澤　千代一 たきざわ　ちよかず
43 マスターズの部C アミイスキークラブ 影山　光裕 かげやま　みつひろ
44 マスターズの部C 埼玉県庁スキークラブ 並木　政夫 なみき　まさお
45 マスターズの部C 埼玉県庁スキークラブ 広瀬　土之 ひろせ　たかゆき
46 マスターズの部C 個人 加藤　俊彦 かとう　としひこ
47 マスターズの部C さいたま市役所スキー部 細田　清 ほそだ　きよし
48 マスターズの部C シーファーレンスキークラブ 永井　雅一 ながい　まさかず
49 マスターズの部C 与野スキークラブ 堤　聡 つつみ　さとし
50 マスターズの部B 個人 滝沢　誠 たきざわ　まこと
51 マスターズの部B スノーフェロースキークラブ 泉田　達也 いずみだ　たつや
52 マスターズの部B アミイスキークラブ 菅野　栄一 すがの　えいいち
53 マスターズの部B ＴＳＳＣ 瀬下　博登 せしも　ひろと
54 マスターズの部B レトラスレーシング 野崎　壮一 のざき　そういち
55 マスターズの部B ＴＳＳＣ 嵐　貞尚 あらし　さだなお
56 マスターズの部B シーファーレンスキークラブ 田辺　恵司 たなべ　けいじ
57 マスターズの部B ＴＳＳＣ 滝澤　美智子 たきざわ　みちこ
58 マスターズの部B 与野スキークラブ 田中　恵美 たなか　えみ
59 マスターズの部B シーファーレンスキークラブ 小澤　洋 おざわ　ひろし
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60 マスターズの部B 与野スキークラブ 柳田　和則 やなぎだ　かずのり
61 マスターズの部B シーファーレンスキークラブ 小林　知弘 こばやし　ともひろ
62 マスターズの部B さいたま市役所スキー部 藤巻　雄幸 ふじまき　ゆうこう
63 マスターズの部B 岩槻おはようスキークラブ 宮崎　和彦 みやざき　かずひこ
64 マスターズの部B 個人 小野　浩一 おの　こういち
65 マスターズの部B シーファーレンスキークラブ 橋本　浩幸 はしもと　ひろゆき
66 マスターズの部B シーファーレンスキークラブ 徳江　広志 とくえ　ひろし
67 マスターズの部B スポーツファクトリースキークラブ鈴木　信一 すずき　しんいち
68 マスターズの部B アミイスキークラブ 安藤　勝信 あんどう　かつのぶ
69 マスターズの部B アミイスキークラブ 赤木　秀彰 あかぎ　ひであき
70 マスターズの部A 個人 鈴木　喜義 すずき　きよし
71 マスターズの部A さいたま市役所スキー部 斉藤　雄一郎 さいとう　ゆういちろう
72 マスターズの部A シーファーレンスキークラブ 南部　真也 なんぶ　しんや
73 マスターズの部A シーファーレンスキークラブ 牛尾　荘平 うしお　そうへい
74 マスターズの部A 与野スキークラブ 家田　希美 いえだ　きみ
75 １部女子 浦和スキークラブ 植松　香織里 うえまつ　かおり
76 １部女子 浦和スキークラブ 藤本　和香 ふじもと　わか
77 １部女子 スノーフェロースキークラブ 山本　裕子 やまもと　ゆうこ
78 １部女子 さいたま市役所スキー部 安藤　陽子 あんどう　ようこ
79 １部女子 個人 大野　真澄 おおの　ますみ
80 １部壮年 アミイスキークラブ 八木橋　達也 やぎはし　たつや
81 １部壮年 岩槻おはようスキークラブ 斉藤　　徹 さいとう　とおる
82 １部壮年 浦和スキークラブ 植松　繁 うえまつ　しげる
83 １部壮年 与野スキークラブ 枝川　知也 えだがわ　ともや
84 １部壮年 スポーツファクトリースキークラブ秋本　拓也 あきもと　たくや
85 １部壮年 さいたま市役所スキー部 石井　亮資 いしい　りょうすけ
86 １部壮年 与野スキークラブ 今部　文彦 こんべ　ふみひこ
87 １部壮年 スポーツファクトリースキークラブ栗山　忠良 くりやま　ただよし
88 １部壮年 埼玉県庁スキークラブ 高橋　浩行 たかはし　ひろゆき
89 １部壮年 埼玉県庁スキークラブ 杉江　浩明 すぎえ　ひろあき
90 １部壮年 与野スキークラブ 柳田　泉 やなぎだ　いずみ
91 １部壮年 埼玉県庁スキークラブ 高橋　伸保 たかはし　のぶやす
92 １部壮年 与野スキークラブ 塚本　哲郎 つかもと　てつろう
93 １部壮年 スノーフェロースキークラブ 平川　宗史 ひらかわ　そうし
94 １部壮年 さいたま市役所スキー部 麻生　和彦 あそう　かずひこ
95 １部壮年 与野スキークラブ 長谷川　昭 はせがわ　あきら
96 １部壮年 さいたま市役所スキー部 和田　浩司 わだ　ひろし
97 １部壮年 さいたま市役所スキー部 下村　勝己 しもむら　かつみ
98 １部壮年 ＴＳＳＣ 新井　克典 あらい　かつのり
99 １部壮年 さいたま市役所スキー部 小柳　昌彦 こやなぎ　まさひこ

100 １部壮年 岩槻おはようスキークラブ 仲田　浩章 なかた　ひろあき
101 １部壮年 さいたま市役所スキー部 片倉　淳平 かたくら　じゅんぺい
102 １部壮年 さいたま市役所スキー部 岡田　和男 おかだ　かずお
103 １部壮年 与野スキークラブ 穂高　栄司 ほだか　えいじ
104 １部壮年 さいたま市役所スキー部 髙野　稔 たかの　みのる
105 １部壮年 与野スキークラブ 浅井　伸吾 あさい　しんご
106 １部壮年 埼玉県庁スキークラブ 国分　政勝 こくぶ　まさかつ
107 １部壮年 与野スキークラブ 田口　裕明 たぐち　ひろあき
108 １部壮年 浦和スキークラブ 木村　賢一 きむら　けんいち
109 １部壮年 与野スキークラブ 家田　耕太郎 いえだ　こうたろう
110 １部成年 埼玉県庁スキークラブ 藤野　直紀 ふじの　なおき
111 １部成年 Groupe de Vitesse 飯森　恭介 いいもり　きょうすけ
112 １部成年 サンスノーＳ．Ｃ 髙野　優 たかの　すぐる
113 １部成年 アミイスキークラブ 岩崎　勝仁 いわさき　かつひと
114 １部成年 岩槻おはようスキークラブ 松井　祐太 まつい　ゆうた
115 １部成年 シーファーレンスキークラブ 小林　怜弘 こばやし　れお
116 １部青年 与野スキークラブ 中村　優希 なかむら　ゆうき
117 １部高校 スポーツファクトリースキークラブ清宮　神音　 きよみや　かのん


