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ジュリー

ジャッジ １ 今井　義幸

ジャッジ ２ 上原　　賢

ジャッジ ３ 大川　幸志

技術代表 吉原　浩之

ヘッドジャッジ 橋本　　涼

競技委員長 鈴木　正輝

コースビルダー 土屋　　涼
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テクニカル　データ

カムイみさかHP
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4m

13°

　

男女スノーボード・ハーフパイプ種目

アシスタントジャッジ

2021/11/24(WED) Start List

選手名Bib 県名SAJ Code T E A M

一 般 男 子【 】

澤田 陽31 静岡県07001908 サワダ ヨウ スノーヴァ新横浜

大橋 虹介32 岐阜県07001547 オオハシ コウスケ 高鷲スノーパークSC

杉崎 大翔33 新潟県07001328 スギザキ ヒロト オールアルビレックス

西塚 然生34 山形県07001707 ニシヅカ ゼンセイ 上越国際JSC

青田 晃35 神奈川県07001614 アオタ ヒカル ムラサキスポーツ

藤原 柊太36 京都府07001576 フジワラ シュウタ ヤマゼンロックザキッズ

末次 悠真37 岐阜県07001835 スエナミ ユウマ ヤマゼンロックザキッズ

うす井 一真38 東京都07002024 ウスイ カズマ ネクストアムゼスノーボードクラブ

齊藤 蒼太39 群馬県07001556 サイトウ ソウタ オールアルビレックス

飯泉 仁40 千葉県07001779 イイズミ ジン クルーズ

永井 瑛人41 群馬県07001832 ナガイ エイト 上越国際JSC

青木 浩範42 愛知県07001348 アオキ ヒロノリ ヤマゼンロックザキッズ

村上 嵩桜43 愛知県07001578 ムラカミ シオウ ヤマゼンロックザキッズ

園田  恵吾44 群馬県07001706 ソノダ ケイゴ 上越国際JSC

工藤 昊45 北海道07001757 クドウ ソラ ムラサキスポーツ北海道

小杉 榮大46 北海道07001410 コスギ エイダイ MOJANE

樫村 一茂47 東京都07002026 カシムラ カズシゲ ネクストアムゼスノーボードクラブ

菊地原 小弥汰48 山梨県07001482 キクチハラ コヤタ ネクストアムゼスノーボードクラブ

三森 太一49 北海道07001524 ミツモリ タイチ クルーズ

遠山 太陽50 新潟県07002036 トオヤマ タイヨウ ネクストアムゼスノーボードクラブ

松井 凛太朗51 栃木県07002027 マツイ リンタロウ 今市スノーボードクラブ

山田 琉聖52 北海道07001381 ヤマダ リュウセイ クルーズ

高村 櫂冬53 神奈川県07002025 タカムラ カイト ネクストアムゼスノーボードクラブ
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選手名Bib 県名SAJ Code T E A M

一 般 男 子【 】

根岸 慎54 栃木県07001140 ネギシ シン 開志国際高等学校

重野 秀一郎55 神奈川県07001611 シゲノ シュウイチロウ バートン

南野 洋56 兵庫県07001468 ミナミノ ヨウ PLUS.S

柳澤 怜空57 長野県07001885 ヤナギサワ リク 松本市立開成中学校

金子 恵汰58 東京都07001607 カネコ ケイタ ネクストアムゼスノーボードクラブ

嶋﨑 玖59 兵庫県07001607 シマサキ キュウ ヤマゼンロックザキッズ

近 伯篤60 新潟県07001550 コン ハクト 開志国際高等学校

岡嶋 翔空61 愛知県07001470 オカジマ トア オールアルビレックス

浜口 誕人62 神奈川県07001630 ハマグチ タント ムラサキスポーツ

村上 蓮珠63 愛知県07001580 ムラカミ レンジ ヤマゼンロックザキッズ

土井 匠64 山形県07001341 ドイ タクミ オールアルビレックス

川原 子竜65 大阪府07001479 カワハラ シリュウ キララクエストスノーボードクラブ

竹 慎之介66 神奈川県07001657 タケ シンノスケ スノーヴァ新横浜

大坪 笑次郎67 埼玉県07001915 オオツボ ショウジロウ スノーヴァ新横浜
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