
黒姫高原スノーパーク

ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 結果 地区 チーム名

201 000 伊東 紅葉 イトウ クレハ ○

202 201730035044 清田 うらら キヨタ ウララ

203 201760012444 前川 咲彩 マエカワ サヤ ○

204 000 灰野 莉叶 ハイノ リト

205 201750000243 宮村 珀 ミヤムラ ハク

206 201730061944 荒川 由衣 アラカワ ユウイ

207 201530042943 富田 利玖 トミタ リク

208 201660020444 田中 楓 タナカ カエデ ○

209 201760012343 前川 結羽 マエカワ ユウ ○

210 201630015643 蓮 琥海 ハス コウガ ○

211 201730058643 荒川 冬衣 アラカワ トウイ

212 000 高瀬 夏 タカセ ナツキ ○

213 000 加藤 虎 カトウ タイガ

214 201560022044 本田 七海 ホンダ ナナミ

215 000 鈴木 萌々 スズキ モモ ○

216 201730008544 大座畑 琳心 オオザハタ リコ ○

217 201650001044 土屋 波音 ツチヤ ハノン ○

218 000 灰野 寧緒 ハイノ ネオ ○

219 000 横沢 豪大 ヨコサワ ゴウダイ ○

220 201430015143 天野 晴太 アマノ セイタ ○

221 201660015743 丸山 逸之匠 マルヤマ イチノシン ○

222 201530018843 加藤 漣 カトウ レン ○

223 201630032343 柳原 凛来 ヤナギハラ リンク ○

224 201650001143 土屋 波澄 ツチヤ ハスミ

225 201560022444 本田 依亜 ホンダ エア

226 201550014844 岡戸 里々愛 オカド リリア ○

227 201740013243 梨本 新太 ナシモト アラタ

228 201860006843 北山 博仁 キタヤマ ハクト ○

229 201530040543 加藤 楽久 カトウ ガク ○

230 000 井口 和友 イノクチ ワユ ○

231 201720001444 西條 果恋 サイジョウ カレン ○

232 000 木村 悠斗 キムラ ユウト ○

233 201520004544 渡邉 晴名 ワタナベ ハルナ ○

234 201840005343 柳 紘心 ヤナギ ココロ ○

235 201540015743 八田  登生 ハッタ トオイ

236 000 榊原 仁菜 サカキバラ ニイナ ○

237 201830023043 荒井 遥翔 アライ ハルト ○

238 201850003043 中村 真凛 ナカムラ マリン ○

239 000 佐野 心美 サノ ココミ ○

240 201630032043 柳原 詩 ヤナギハラ ウタ ○

241 201630024144 鵜野 はのか ウノ ハノカ

242 201660013143 坂上 光 サカウエ ヒカル ○
243 201840004143 木本 来飛 キモト ライト ○
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SLOPESTYLE

Youth Slope Style Try Out


