
X-JAM高井富士

ユーストライアウト
Slopestyle

Official Result

ｽﾀｰﾄ ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 シメイ 都道府県 CERTIFY

1 201 201560006144 北野 潤夏 キタノ ヒロカ 福岡県 ユース女子 ○

2 202 201720001444 西條 果恋 サイジョウ カレン 宮城県 ユース女子

3 203 201660003244 小谷 結衣 コタニ ユイ 滋賀県 ユース女子

4 204 201640009044 内海 煌莉 ウツミ キラリ 福井県 ユース女子

5 205 201630010544 杉崎 春菜 スギザキ ハルナ 埼玉県 ユース女子

6 206 201730008544 大座畑 琳心 オオザハタ リコ 茨城県 ユース女子

7 207 000 伊東 紅葉 イトウ クレハ 長野県 ユース女子

8 208 201750003044 岡野 眞空 オカノ マソラ 静岡県 ユース女子 ○

9 209 000 加藤 瑚羽紅 カトウ コハク 新潟県 ユース女子 ○

10 210 000 加藤 陽乃花 カトウ ヒノカ 新潟県 ユース女子

11 211 000 加藤 衣麻里 カトウ イマリ 新潟県 ユース女子

12 212 201750006244 服部 和希 ハットリ アイキ 三重県 ユース女子

13 213 201760001143 大坪 脩三郎 オオツボ シュウザブ大阪府 ユース男子 ○

14 214 201560003543 坂本 廉斗 サカモト レント 熊本県 ユース男子 ○

15 215 000 三國 琳大 ミクニ リント 長野県 ユース男子 ○

16 216 201630015643 蓮 琥海 ハス コウガ 埼玉県 ユース男子

17 217 201730024543 野澤 拓晃 ノザワ タクミ 東京都 ユース男子 ○

18 218 201650001443 宮村 結斗 ミヤムラ ユウト 三重県 ユース男子 ○

19 219 201760010043 井上 阿未来 イノウエ アミラ 福岡県 ユース男子

20 220 201660003143 小谷 海人 コタニ カイト 滋賀県 ユース男子

21 221 201660007543 清水 絆平 シミズ キッペイ 広島県 ユース男子

22 222 000 冨澤 瑞輝 トミザワ ミズキ 群馬県 ユース男子

23 223 201760003743 岡本 大征 オカモト タイセイ 京都府 ユース男子 ○

24 224 201650000243 嶋崎 怜生 シマザキ レイ 岐阜県 ユース男子 ○

25 225 201640000243 内潟 柊介 ウチカタ シュウスケ石川県 ユース男子

26 226 201430015143 天野 晴太 アマノ セイタ 東京都 ユース男子

27 227 201660008443 加藤 桔平 カトウ キッペイ 滋賀県 ユース男子 ○

28 228 201530050843 西木 逞馬 ニシキ タクマ 埼玉県 ユース男子

29 229 000 高瀬 夏 タカセ ナツキ 東京都 ユース男子

30 230 201430052743 清田 堅心 キヨタ ケンシン 千葉県 ユース男子

31 231 000 坂口 立志 サカグチ ハルユキ 富山県 ユース男子 ○

32 232 201740002243 岩崎 晃汰 イワサキ コウタ 長野県 ユース男子 ○
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33 233 201730008443 大座畑 空良 オオザハタ ソラ 茨城県 ユース男子

34 234 201560029743 藤原 優樹 フジワラ ユウキ 大阪府 ユース男子

35 235 201630049343 岡部 優大 オカベ ユウダイ 千葉県 ユース男子 ○

36 236 201660013043 坂上 ひなた サカウエ ヒナタ 鳥取県 ユース男子 ○

37 237 201230069743 中野 敬太 ナカノ ケイタ 東京都 ユース男子

38 238 201630009143 平野 優音 ヒラノ マナト 神奈川県 ユース男子 ○


