
令和 3 年 2 月 8日 

各位 

岐阜県スキー連盟 

フリースタイル部長 

澤田 光宏 

【 重 要 】 

2021 きはしクリニック東海北陸モーグル競技会開催内容について 

 日頃は本連盟の活動にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

早速ではございますが、岐阜県内への新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言延長に伴い、本大会

は下記の内容にて運営いたします。関係者様におかれましては、ご周知賜りますようお願い申し上

げます。 

記 

1 本大会は公益財団法人全日本スキー連盟及び岐阜県スキー連盟のコロナウイルス感染対策

ガイドラインと岐阜県体育協会の指針を遵守し運営します。 

2 本大会は無観客試合とし各プログラムに参加の選手・コーチ（各都道府県連盟代表者上限 2

名までとする）のみ入場可能と定めます。入場にはビブまたは IDカードの提示が必要です。 

3 保護者/引率者の方は競技会開催中、コロナウイルス感染予防に十分配慮をいただき安全な

場所でお待ちください。 

4 コースレビューはゴールエリアにて各都道府県連盟代表選手（各 1 名）/コーチ（各 1 名）

とアドバイザリー選手/コーチのみが参加可能です。 

5 滑走順を決めるドローは 2月 19 日正午に（20日・21日分とも）おこないます。DNS は各チ

ーム代表コーチが競技時間までに本部テントで申告ください。 

6 公式掲示板は三密回避の観点で設置しません。公式情報の入手は本大会専用のラインチャ

ットまたは会場内アナウンスをお聞きください。 

7 本大会は予選決勝を兼ね滑走は一人一本とします。 

8 開会式及び閉会式はおこないません。入賞者には賞状を後日送付します。リザルトは SAJ デ

ータバンクからダウンロードしてください。 

9 要項記載の新型コロナウイルス感染拡大予防対策を遵守ください。 

大会専用ラインチャットはこちらから 

＊ラインチャットは必ず所属先と氏名で登録をお願いします。 
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主催：    岐阜県スキー連盟 

共催：    東海北陸ブロック各スキー連盟（愛知県、富山県、石川県、福井県、静岡県、三重県） 

後援：    （公財）全日本スキー連盟 

協賛：    きはしクリニック、株式会社ＫＨＳ、ホワイトピアたかすスキー場、高鷲観光協会、ケイエス建機通商 

柏木工株式会社、株式会社ほけん広場、ウォータージャンプＫ-ａｉｒ 

開催日：   第一戦 令和 3 年 2月 19 日（金）～2月 20 日（土） 

       第二戦 令和 3 年 2月 20 日（日）～2月 21 日（日） 

時程：    別紙プログラム参照 

会場：    岐阜県郡上市高鷲町鷲見 512 ホワイトピアたかすスキー場 モーグルコース 

競技種目：  ＭＯ男女モーグル競技（シングルレース） 

参加資格：  SAJ 会員登録と SAJ 競技者登録を完了している者。（会員番号・競技者登録番号・出場希望日の未記入は無効） 

       SAJ スキー安全会または、スポーツ障害保険に加入している者。 

       2020-2021 SAJ ポイントランキング NO.1 において 男子 121 位以降 / 女子 51 位以降の者。 

定員：    男女合わせて 120 名 

出場枠：   東海北陸ブロック各スキー連盟所属の選手は優先的に受付をおこなう。 

定員を超えた場合はランキング上位の選手を優先し受付をおこなう。 

参加できない選手分は申込み用紙とエントリー費を併せ所属連盟へ返送する。 

競技規則：  SAJ 競技規則最新版に準ずる。 

表彰：    第一戦・第二戦とも男女 6位まで。 

申込み方法： 所定の申込用紙に参加料を添え、現金書留にて都道府県連盟毎に一括し、期日までに申込むこと。 

       参加料  8,000 円/一試合 ＊積雪不足にて中止の場合を除きエントリー費の返金はしない。 

       申込期限 令和 2年 2 月 5日（金）必着 

       申込先  ホワイトピアたかす ホワイトピアモーグル大会事務局 加藤宛 

〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見 512  TEL 0575-72-6311 

その他：   大会に出場する選手は指定された安全具（ヘルメットや流れ止めなど）を正しく装着すること。 

出場選手は公式トレーニングに参加をすること。 

        競技会における事故・怪我などの損害は参加者及び保護者の責任で処理すること。 

       宿泊の紹介は高鷲観光協会（TEL 0575-72-5000） http://kankou.takasu.or.jp/ 

注意:       新型コロナウイルス感染拡大予防対策について 

1) 二週間以内に 37.5℃以上の発熱・体調不良・コロナウイルス感染者と濃厚接触の疑い・海外渡航歴のある者は参加や引率を見

合わせること。 

2) 競技関係者全員がマスクを着用すること（競技中の選手の不着用は可とする）。 

3) 手洗い、アルコールによる手指消毒をこまめにおこなうこと（マイタオルを持参とする）。 

4) 他人との距離をできるだけ 2ｍを目安に確保し、大きな声でのコーチング、会話や応援等はおこなわないこと。 

5) 選手、コーチ、および競技役員は健康チェックシート ≪レース２週間前～当日≫ を 記入し、チーム単位でまとめ受付に提出

すること。 



6) 競技会終了後、3 日以内に大会参加者に体調不良者が出た場合及び、2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、

大会時の濃厚接触者も含めて、岐阜県スキー連盟競技本部フリースタイル部長に速やかに報告しなければならない。 

【岐阜県スキー連盟 競技本部フリースタイル部長  澤田 光宏 TEL 090-7301-8394】 

7) 開閉会式・表彰式はおこなわない。賞状は対象者に後日郵送とする。チームキャプテンミーティングはラインチャットにてお

こなう。 

8) その他、【SAJ 競技会用】新型コロナウイルス感染対策ガイドライン、【FSFK 競技会】新型コロナウイルス感染対策ガイドライ

ン、【ホワイトピアたかすスキー場】新型コロナウイルス感染対策の取り組みを遵守し、トラブル にならないように行動する

こと。握手やハグはしないこと。写真撮影をおこなう場合は、スマホやデジカメの貸し借りは控え、大きな声で会話をせず短

時間でおこなうこと。リフトに乗車する際はマスクを着用し対面での会話は控える。 

9) スタートエリア、コース内、ゴールエリア、コーチングエリアにおいて 

① スタートエリア内、コーチングエリア内に入るコーチは最小限に定める。必ず常時マスクを着用する。目からの感染防止

に備えフェイスシールドやゴーグル、サングラスを着用しなければならない。 

② インスペクションにおいてソーシャルディスタンスを確保すること。 

③ 大きな声での会話や指導を禁止とする。 

④ 呼吸が乱れている選手に対して十分な対人距離を保たなければならない。 

⑤ 使用済みのビブはゴールエリアに設置された回収箱に投入をすること。 

大会専用ラインチャットはこちらから 

＊ラインチャットは必ず所属先と氏名で登録をお願いします。 

  



健康チェックシートは全ての選手・関係者が記録を記し、主催者に提出しなければならない

＊参加する2週間前より記録を付け来場時に提出をする

日付 2月  5日  2月  6日  2月  7日  2月  8日  2月  9日  2月 10日  2月 11日 

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

咳 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

喉の痛み □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

鼻水 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

頭痛 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

下痢・嘔吐 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

味・匂いの異常 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

家族に体調不良 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

海外渡航 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

濃厚接触の可能性 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

日付 2月 12日  2月 13日  2月 14日  2月 15日  2月 16日  2月 17日  2月 18日 

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

咳 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

喉の痛み □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

鼻水 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

頭痛 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

下痢・嘔吐 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

味・匂いの異常 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

家族に体調不良 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

海外渡航 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

濃厚接触の可能性 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

＊競技期間中は毎日提出をする 体調が優れない場合は来場を見合わせる事
切り取り線

 体温 ℃  検温時間 体調 □良好 □不調
 不調の症状

＊ある場合のみ

 チェック

□ 咳 □ 喉の痛み □ 鼻水 □ 頭痛 □ 下痢 □ 吐き気 嘔吐 □ 味 匂いの異状

切り取り線

 体温 ℃  検温時間 体調 □良好 □不調
 不調の症状

＊ある場合のみ

 チェック

□ 咳 □ 喉の痛み □ 鼻水 □ 頭痛 □ 下痢 □ 吐き気 嘔吐 □ 味 匂いの異状

切り取り線

 体温 ℃  検温時間 体調 □良好 □不調
 不調の症状

＊ある場合のみ

 チェック

□ 咳 □ 喉の痛み □ 鼻水 □ 頭痛 □ 下痢 □ 吐き気 嘔吐 □ 味 匂いの異状

    時     分

    時     分

    時     分

 氏名

 提出日

 氏名

 提出日

 氏名

2021年  2月  20日  土曜日 SAJ会員NO

👇 競技会までの記録

 提出日

 氏名

チーム名

2021年  2月  21日  日曜日 SAJ会員NO 加盟団体

SAJ競技者NO チーム名

SAJ競技者NO

加盟団体

2021年  2月  19日  金曜日

 加盟団体

 チーム名

加盟団体

 SAJ競技者NO

 SAJ会員NO

SAJ会員NO

SAJ競技者NO

👇 当日の記録

チーム名



MO

内容 開始時刻 終了時刻 場所

リフト始動（アルファークワッドリフト） 8:00

コース整備 8:00 ～ モーグルコース

きはしクリニック東海北陸モーグル競技会受付
（二戦とも出場の選手は二戦分の受付を行います）

9:00 ～ 10:30 ホワイトステーション2F

女子コースインスペクション 10:50 ～ 11:00 モーグルコース

女子公式トレーニング 11:00 ～ 12:15 〃

女子コースレビュー（第一戦分） 12:20 ～ 12:30 ゴールエリア

コース整備 12:15 ～ 12:50 モーグルコース

男子コースインスペクション 12:50 ～ 13:00 〃

男子公式トレーニング 13:00 ～ 14:15 〃

男子コースレビュー（第一戦分） 14:20 ～ 14:30 ゴールエリア

チームキャプテンズミーティング（ラインチャット使用） 15:00 ～ 15:15 リモート

内容 開始時刻 終了時刻 場所

リフト始動（アルファークワッドリフト） 8:00

コース整備 8:00 ～ 9:00 モーグルコース

女子コースインスペクション 9:00 ～ 9:10 〃

女子公式トレーニング 9:10 ～ 9:55 〃

コース整備 9:55 ～ 10:10 〃

前走スタート 10:10 ～ 10:15 〃

女子予選決勝 10:15 ～ 11:15 〃

女子コースレビュー（第二戦分） 11:15 ～ 11:30 ゴールエリア

コース整備 11:15 ～ 12:00 モーグルコース

男子コースインスペクション 12:00 ～ 12:10 〃

男子公式トレーニング 12:10 ～ 12:55 〃

コース整備 12:55 ～ 13:10 〃

前走スタート 13:10 ～ 13:15 〃

男子予選決勝 13:15 ～ 14:15 〃

男子コースレビュー（第二戦分） 14:30 ～ 14:45 ゴールエリア

チームキャプテンズミーティング（ラインチャット使用） 15:00 ～ 15:15 リモート

内容 開始時刻 終了時刻 場所

リフト始動（アルファークワッドリフト） 8:00

コース整備 8:00 ～ 9:00 モーグルコース

女子コースインスペクション 9:00 ～ 9:10 〃

女子公式トレーニング 9:10 ～ 9:55 〃

コース整備 9:55 ～ 10:10 〃

前走スタート 10:10 ～ 10:15 〃

女子予選決勝 10:15 ～ 11:15 〃

コース整備 11:15 ～ 12:00 〃

男子コースインスペクション 12:00 ～ 12:10 〃

男子公式トレーニング 12:10 ～ 12:55 〃

コース整備 12:55 ～ 13:10 〃

前走スタート 13:10 ～ 13:15 〃

男子予選決勝 13:15 ～ 14:15 〃

プログラムは当日の天候やコースコンディションにより変更となる場合があります。

詳しくはラインチャットとアナウンスをご確認ください。

競　技　プ　ロ　グ　ラ　ム　　第一戦　＆　第二戦　

2021 きはしクリニック東海北陸モーグル競技会

2月  19日 （金）

2月  20日 （土）

2月  21日 （日）

＊ラインチャットは必ず所属先と氏名で登録をお願いします。

大会用ラインチャットはこちらから



加盟団体 氏名 ふりがな SAJ競技者NO 性別 所属団体
1 新潟県 赤川 義幸 あかがわ よしゆき 05001844 男 エキップFSC
2 愛知県 有賀 康敏 ありが やすとし 05000452 男 パドルクラブＮＧＹ
3 愛知県 生田 晴都 いくた はると 05001658 男 東海フリースタイルスキークラブ
4 群馬県 石井 宏基 いしい ひろき 05001376 男 前橋スキー連盟
5 富山県 石田 穹楽 いしだ くら 05001820 男 富山ＦＳＣ
6 京都府 伊藤 隆平 いとう りゅうへい 05001264 男 スキーチーム ゼロ
7 東京都 今泉 瑠善 いまいずみ るい 05001636 男 チームジョックス
8 兵庫県 植山 康弘 うえやま やすひろ 05001116 男 PAPASU SKI CLUB
9 愛知県 梅村 浬太朗 うめむら りたろう 05001910 男 東海フリースタイルスキークラブ
10 広島県 大林 聖夏 おおばやし せな 05001835 男 It's MIRACLE
11 岐阜県 大豆生田 竜世 おおまめうだ りゅうせい 05001940 男 岐阜フリースタイル
12 大阪府 奥村 太陽 おくむら たいよう 05001898 男 チーム ３１１０
13 兵庫県 尾崎 志隠 おざき しおん 05001740 男 PAPASU SKI CLUB
14 広島県 折田 悠希 おりた ゆうき 05001907 男 It's MIRACLE
15 ⾧野県 加藤 信之介 かとう しんのすけ 05001780 男 白馬村SC
16 岐阜県 上口 拓也 かみぐち たくや 05000469 男 岐阜フリースタイル
17 群馬県 我矢 裕一 がや ゆういち 05000287 男 水上スキークラブ
18 大阪府 木村 隆太郎 きむら りゅうたろう 05001179 男 チーム ３１１０
19 北海道 小林 昊椰 こばやし とおや 05001901 男 ＴＥＡＭ ＢＵＭＰＳ
20 群馬県 齊藤 将之 さいとう まさゆき 05001699 男 前橋スキー連盟
21 愛知県 佐渡島 悠希 さどしま はるき 05001912 男 東海フリースタイルスキークラブ
22 岐阜県 柴田 寿文 しばた としふみ 05001617 男 岐阜フリースタイル
23 山梨県 清水 真樹 しみず まさき 05001619 男 Ｅ組
24 千葉県 田口 瑛大 たぐち えいた 05001683 男 チーム スノーアミューズメント
25 広島県 樽谷 俊哉 たるたに しゅんや 05001830 男 福山東中学校
26 新潟県 富山 恵翔 とみやま けいと 05001831 男 エキップFSC
27 愛知県 永田 眞雪 ながた ましろ 05001877 男 東海フリースタイルスキークラブ
28 富山県 中谷 慎吾 なかたに しんご 05000951 男 富山ＦＳＣ
29 群馬県 西田 専 にしだ せん 05000767 男 水上スキークラブ
30 岐阜県 野々部 雪翔 ののべ ゆきと 05001895 男 栄生小学校
31 愛知県 橋下 太一 はしした たいち 05001823 男 東海フリースタイルスキークラブ
32 群馬県 平田 真一 ひらた しんいち 05000175 男 前橋スキー連盟
33 東京都 細沼 寛樹 ほそぬま ひろき 05000256 男 チームジョックス
34 愛知県 酒井 重直 まつい しげなお 05001826 男 東海フリースタイルスキークラブ
35 愛知県 松尾 駿佑 まつお しゅんすけ 05001746 男 東海フリースタイルスキークラブ
36 大阪府 南 利徳 みなみ としのり 05001046 男 チーム ３１１０
37 栃木県 村山 智洋 むらやま ともひろ 05001702 男 宇都宮スキークラブ
38 岐阜県 森 正好 もり まさよし 05000464 男 岐阜フリースタイル
39 大阪府 八木 裕之 やぎ ひろゆき 05001342 男 チーム ３１１０
40 兵庫県 八巻 純平 やまき じゅんぺい 05001286 男 WESTERN BUMPS
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男子



加盟団体 氏名 ふりがな SAJ競技者NO 性別 所属団体
1 新潟県 赤川 莉侑 あかがわ りゆ 05001892 女 エキップFSC
2 愛知県 有賀 愛茜 あるが あいか 05001903 女 クラブDoing
3 愛知県 有賀 唯芽茜 あるが ゆめか 05001904 女 クラブDoing
4 愛知県 生田 奈祐 いくた なゆ 05001911 女 東海フリースタイルスキークラブ
5 山梨県 石原 未来 いしはら みらい 05001471 女 Ｅ組
6 大阪府 伊勢 舞雪妃 いせ まゆき 05001808 女 チーム サンガリア
7 山梨県 井出 和希 いで かずき 05001472 女 Ｅ組
8 東京都 今泉 るか いまいずみ るか 05001846 女 チームジョックス
9 愛知県 内田 美子 うちだ よしこ 05000727 女 東海フリースタイルスキークラブ
10 岐阜県 大坪 さくら おおつぼ さくら 05001615 女 岐阜フリースタイル
11 大阪府 大西 智美 おおにし さとみ 05001484 女 チーム ３１１１
12 愛知県 小野 恭誉 おの ちかよ 05001508 女 東海医療技術専門学校
13 広島県 河内 香織 かわち かおり 05000746 女 It's MIRACLE
14 岐阜県 北野 さき きたの さき 05001616 女 大阪学芸高等学校
15 岐阜県 木全 彩寧 きまた あやね 05001661 女 岐阜フリースタイル
16 愛知県 木村 優那 きむら ゆな 05001825 女 東海フリースタイルスキークラブ
17 東京都 倉持 心星 くらもち きらり 05001867 女 チームジョックス
18 広島県 河野 瑞希 こうの みずき 05001908 女 It's MIRACLE
19 ⾧野県 小松 紅璃 こまつ あかり 05001668 女 信濃中学校
20 岐阜県 紺野 紗蘭 こんの さら 05001450 女 愛知県立岡崎高等学校
21 岐阜県 紺野 里紗 こんの りさ 05001600 女 豊南中学校
22 岐阜県 鈴木 桃子 すずき ももこ 05001742 女 岐阜フリースタイル
23 群馬県 高森 文子 たかもり ふみこ 05001690 女 水上スキークラブ
24 兵庫県 多田 香音 ただ かのん 05001799 女 WESTERN BUMPS
25 富山県 多田 陽花 ただ はるか 05001573 女 富山ＦＳＣ
26 富山県 多田 優花 ただ ゆうか 05001772 女 富山ＦＳＣ
27 滋賀県 田中 花 たなか はな 05001496 女 グランスノー奥伊吹SC
28 富山県 塚田 真央 つかだ まお 05001817 女 富山ＦＳＣ
29 富山県 中谷 妃菜 なかたに ひな 05001773 女 富山ＦＳＣ
30 富山県 中谷 美結 なかたに みゆ 05001774 女 富山ＦＳＣ
31 東京都 中山 夢菜 なかやま ゆめな 05001534 女 チームジョックス
32 新潟県 野口 陽彩 のぐち ひろ 05001292 女 エキップFSC
33 岐阜県 野々部 莉来 ののべ りく 05001811 女 栄生小学校
34 北海道 畑田 繭 はただ まゆ 05000735 女 ピリカ自然塾スキー部
35 富山県 平井 青空 ひらい そあら 05001666 女 富山ＦＳＣ
36 愛知県 堀 幸 ほり さち 05000729 女 東海フリースタイルスキークラブ
37 愛知県 松尾 季咲 まつお きさき 05001453 女 西春高等学校
38 岐阜県 吉田 麗夏 よしだ れな 05001395 女 岐阜フリースタイル

女子



加盟団体 氏名 ふりがな SAJ競技者NO 性別 所属団体
1 新潟県 赤川 義幸 あかがわ よしゆき 05001844 男 エキップFSC
2 愛知県 有賀 康敏 ありが やすとし 05000452 男 パドルクラブＮＧＹ
3 愛知県 生田 晴都 いくた はると 05001658 男 東海フリースタイルスキークラブ
4 群馬県 石井 宏基 いしい ひろき 05001376 男 前橋スキー連盟
5 富山県 石田 穹楽 いしだ くら 05001820 男 富山ＦＳＣ
6 京都府 伊藤 隆平 いとう りゅうへい 05001264 男 スキーチーム ゼロ
7 兵庫県 植山 康弘 うえやま やすひろ 05001116 男 PAPASU SKI CLUB
8 愛知県 梅村 浬太朗 うめむら りたろう 05001910 男 東海フリースタイルスキークラブ
9 岐阜県 大豆生田 竜世 おおまめうだ りゅうせい 05001940 男 岐阜フリースタイル
10 大阪府 奥村 太陽 おくむら たいよう 05001898 男 チーム ３１１０
11 兵庫県 尾崎 志隠 おざき しおん 05001740 男 PAPASU SKI CLUB
12 岐阜県 上口 拓也 かみぐち たくや 05000469 男 岐阜フリースタイル
13 群馬県 我矢 裕一 がや ゆういち 05000287 男 水上スキークラブ
14 大阪府 木村 隆太郎 きむら りゅうたろう 05001179 男 チーム ３１１０
15 北海道 小林 昊椰 こばやし とおや 05001901 男 ＴＥＡＭ ＢＵＭＰＳ
16 群馬県 齊藤 将之 さいとう まさゆき 05001699 男 前橋スキー連盟
17 愛知県 佐渡島 悠希 さどしま はるき 05001912 男 東海フリースタイルスキークラブ
18 岐阜県 柴田 寿文 しばた としふみ 05001617 男 岐阜フリースタイル
19 山梨県 清水 真樹 しみず まさき 05001619 男 Ｅ組
20 千葉県 田口 瑛大 たぐち えいた 05001683 男 チーム スノーアミューズメント
21 新潟県 富山 恵翔 とみやま けいと 05001831 男 エキップFSC
22 愛知県 永田 眞雪 ながた ましろ 05001877 男 東海フリースタイルスキークラブ
23 群馬県 西田 専 にしだ せん 05000767 男 水上スキークラブ
24 岐阜県 野々部 雪翔 ののべ ゆきと 05001895 男 栄生小学校
25 愛知県 橋下 太一 はしした たいち 05001823 男 東海フリースタイルスキークラブ
26 群馬県 平田 真一 ひらた しんいち 05000175 男 前橋スキー連盟
27 大阪府 藤原 蓮 ふじわら れん 05001939 男 養精中学校 大阪中学校ジュニアスキークラブ

28 東京都 細沼 寛樹 ほそぬま ひろき 05000256 男 チームジョックス
29 愛知県 酒井 重直 まつい しげなお 05001826 男 東海フリースタイルスキークラブ
30 愛知県 松尾 駿佑 まつお しゅんすけ 05001746 男 東海フリースタイルスキークラブ
31 大阪府 南 利徳 みなみ としのり 05001046 男 チーム ３１１０
32 栃木県 村山 智洋 むらやま ともひろ 05001702 男 宇都宮スキークラブ
33 愛知県 杢野 太星 もくの たいせい 05001824 男 東海フリースタイルスキークラブ
34 岐阜県 森 正好 もり まさよし 05000464 男 岐阜フリースタイル
35 大阪府 八木 裕之 やぎ ひろゆき 05001342 男 チーム ３１１０
36 兵庫県 八巻 純平 やまき じゅんぺい 05001286 男 WESTERN BUMPS
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加盟団体 氏名 ふりがな SAJ競技者NO 性別 所属団体
1 新潟県 赤川 莉侑 あかがわ りゆ 05001892 女 エキップFSC
2 愛知県 有賀 愛茜 あるが あいか 05001903 女 クラブDoing
3 愛知県 有賀 唯芽茜 あるが ゆめか 05001904 女 クラブDoing
4 愛知県 生田 奈祐 いくた なゆ 05001911 女 東海フリースタイルスキークラブ
5 山梨県 石原 未来 いしはら みらい 05001471 女 Ｅ組
6 大阪府 伊勢 舞雪妃 いせ まゆき 05001808 女 チーム サンガリア
7 山梨県 井出 和希 いで かずき 05001472 女 Ｅ組
8 東京都 今泉 るか いまいずみ るか 05001846 女 チームジョックス
9 愛知県 内田 美子 うちだ よしこ 05000727 女 東海フリースタイルスキークラブ
10 岐阜県 大坪 さくら おおつぼ さくら 05001615 女 岐阜フリースタイル
11 大阪府 大西 智美 おおにし さとみ 05001484 女 チーム ３１１１
12 愛知県 小野 恭誉 おの ちかよ 05001508 女 東海医療技術専門学校
13 広島県 河内 香織 かわち かおり 05000746 女 It's MIRACLE
14 岐阜県 北野 さき きたの さき 05001616 女 大阪学芸高等学校
15 岐阜県 木全 彩寧 きまた あやね 05001661 女 岐阜フリースタイル
16 愛知県 木村 優那 きむら ゆな 05001825 女 東海フリースタイルスキークラブ
17 東京都 倉持 心星 くらもち きらり 05001867 女 チームジョックス
18 ⾧野県 小松 紅璃 こまつ あかり 05001668 女 信濃中学校
19 岐阜県 紺野 紗蘭 こんの さら 05001450 女 愛知県立岡崎高等学校
20 岐阜県 紺野 里紗 こんの りさ 05001600 女 豊南中学校
21 岐阜県 鈴木 桃子 すずき ももこ 05001742 女 岐阜フリースタイル
22 群馬県 高森 文子 たかもり ふみこ 05001690 女 水上スキークラブ
23 兵庫県 多田 香音 ただ かのん 05001799 女 WESTERN BUMPS
24 富山県 多田 陽花 ただ はるか 05001573 女 富山ＦＳＣ
25 富山県 多田 優花 ただ ゆうか 05001772 女 富山ＦＳＣ
26 滋賀県 田中 花 たなか はな 05001496 女 グランスノー奥伊吹SC
27 富山県 塚田 真央 つかだ まお 05001817 女 富山ＦＳＣ
28 富山県 中谷 妃菜 なかたに ひな 05001773 女 富山ＦＳＣ
29 富山県 中谷 美結 なかたに みゆ 05001774 女 富山ＦＳＣ
30 東京都 中山 夢菜 なかやま ゆめな 05001534 女 チームジョックス
31 新潟県 野口 陽彩 のぐち ひろ 05001292 女 エキップFSC
32 岐阜県 野々部 莉来 ののべ りく 05001811 女 栄生小学校
33 北海道 畑田 繭 はただ まゆ 05000735 女 ピリカ自然塾スキー部
34 富山県 平井 青空 ひらい そあら 05001666 女 富山ＦＳＣ
35 愛知県 堀 幸 ほり さち 05000729 女 東海フリースタイルスキークラブ
36 愛知県 松尾 季咲 まつお きさき 05001453 女 西春高等学校
37 岐阜県 吉田 麗夏 よしだ れな 05001395 女 岐阜フリースタイル
38 群馬県 綿貫 由衣 わたぬき ゆい 05001700 女 前橋スキー連盟

女子


