
山梨県 ジュニア スラローム スキー大会
スタートリスト

順位 ﾋﾞﾌﾞNo 　氏　　名 所　　属 クラブ名 クラス 所用時間 ｶﾅ氏名
ｴﾝﾄﾘｰ時
SLﾎﾟｲﾝﾄ

1 大神田 彩花 忍野小 富士吉田 小1組女子
オオカンダアヤカ

2 丹野 陽菜 忍野小 富士吉田 小1組女子 タンノヒナ

3 前田 美波 忍野小 富士吉田 小1組女子 マエダﾐﾅﾐ

4 柳生 紗英子 北杜泉小 大泉 小1組女子
ヤギュウサエコ

5 窪田 光里 小泉小 清里 小1組女子 ｸﾎﾞﾀﾋｶﾘ

6 立川 琴渚 玉穂南小 河口湖 小2組女子 ﾀﾁｶﾜｷｻﾗ

7 坂本 竜一 河口湖小立小 河口湖 小2組男子 ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 423.42

8 井上 太陽 吉田西小 富士吉田 小2組男子 ｲﾉｳｴﾀｲﾖｳ 671.28

9 堀江 陸 学院大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小2組男子 ﾎﾘｴﾘｸ 674.27

10 中根 智也 下吉田第二小 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 小2組男子 ﾅｶﾈﾄﾓﾔ 834.26

11 鶴田 匠 山梨市日下部小 ジャポップ 小2組男子 ﾂﾙﾀﾀｸﾐ

12 奴白 和貴 八代小 ジャポップ 小2組男子 ﾇﾊｸｶｽﾞｷ

13 平井 奈々夏 北杜泉小 大泉 小3組女子 ﾋﾗｲﾅﾅｶ 454.29

14 柳生 希実子 北杜泉小 大泉 小3組女子 ﾔｷﾞｭｳｷﾐｺ 463.40

15 奈良 めぐみ 聖心女子学院小 富士吉田 小3組女子 ﾅﾗﾒｸﾞﾐ 470.24

16 羽田 みなみ 河口湖大石小 富士吉田 小3組女子 ﾊﾀﾞﾐﾅﾐ 480.53

17 窪田 友洋 北杜小泉小 清里 小3組男子 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 287.11

18 朝古 和馬 清里小 清里 小3組男子 ｱｻｺｶｽﾞﾏ 402.32

19 平野 伊吹 忍野小 富士吉田 小3組男子 ﾋﾗﾉｲﾌﾞｷ 480.29

20 三浦 哲平 河口湖西浜小 富士吉田 小3組男子 ﾐｳﾗﾃｯﾍﾟｲ 556.74

21 仮屋園 純平 吉田小 富士吉田 小3組男子
ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

851.40

22 横内 進一郎 白根百田小 ひまわり 小3組男子 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ

23 早野 暉平 忍野小 富士吉田 小3組男子 ハヤノ ｷｯﾍﾟｲ

24 宮田 星南 下吉田第二小 富士吉田 小3組男子 ﾐﾔﾀｾﾅ

25 三浦 健大 河口湖西浜小 富士吉田 小3組男子 ﾐｳﾗﾀｹﾋﾛ

26 三浦 友大 河口湖西浜小 富士吉田 小3組男子 ﾐｳﾗﾄﾓﾋﾛ

27 仮屋園 美和 吉田小 富士吉田 小4組女子 ｶﾘﾔｿﾞﾉﾐﾜ

28 白幡 あすか 吉田小 富士吉田 小4組女子 ｼﾗﾊﾀｱｽｶ

29 中村 侑資 河口湖河口小 河口湖 小4組男子 ﾅｶﾑﾗﾕｳｽｹ 440.16

30 古屋 秀 河口湖小立小 河口湖 小4組男子 ﾌﾙﾔｼｭｳ 801.33
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31 森沢 友貴 北杜秋田小 ひまわり 小5組女子 ﾓﾘｻﾜﾕｷ 256.91

32 小林 桃子 吉田西小 富士吉田 小5組女子 ｺﾊﾞﾔｼﾓﾓｺ 268.56

33 坂本 千明 河口湖小立小 河口湖 小5組女子 ｻｶﾓﾄﾁｱｷ 291.59

34 清水 紫音 山梨大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小5組女子 ｼﾐｽﾞｼｵﾝ 370.47

35 斉藤 かりん 北杜泉小 大泉 小5組女子 ｻｲﾄｳｶﾘﾝ 403.63

36 三井 優似子 北杜泉小 大泉 小5組女子 ﾐﾂｲﾕｲｺ 416.13

37 石原 なな実 八代小 ジャポップ 小5組女子 ｲｼﾊﾗﾅﾅﾐ 474.64

38 鶴田 ちとせ 山梨日下部小 ジャポップ 小5組女子 ﾂﾙﾀﾁﾄｾ 597.11

39 高木 雅也 河口湖船津小 河口湖 小5組男子 ﾀｶｷﾞﾏｻﾔ 278.69

40 望月 要 甲府里垣小 R.S.Tふじ 小5組男子 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 309.99

41 柳生 耕平 北杜泉小 大泉 小5組男子 ﾔｷﾞｭｳｺｳﾍｲ 395.24

42 羽田 航太 下吉田第二小 富士吉田 小5組男子 ﾊﾀﾞｺｳﾀ 426.89

43 竹下 周杜 山梨大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小5組男子 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾄ 441.56

44 平野 潤也 忍野小 富士吉田 小5組男子 ﾋﾗﾉｼﾞｭﾝﾔ 480.66

45 堀内 洋平 吉田西小 富士吉田 小5組男子 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 523.42

46 井上 雄揮 吉田西小 富士吉田 小5組男子 ｲﾉｳｴﾕｳｷ 595.64

47 宮下 瞬 河口湖西浜小 富士吉田 小5組男子 ﾐﾔｼﾀｼｭﾝ 1262.23

48 早野 准平 忍野小 富士吉田 小5組男子
ハヤノ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

49 三浦 駿 河口湖西浜小 富士吉田 小5組男子 ﾐｳﾗｼｭﾝ

50 渡辺 加奈子 下吉田東小 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 小6組女子 ﾜﾀﾅﾍﾞｶﾅｺ 169.76

51 平井 彩音 北杜泉小 大泉 小6組女子 ﾋﾗｲｱﾔﾈ 233.37

52 坂本 佳子 河口湖小立小 河口湖 小6組女子 ｻｶﾓﾄｶｺ 249.09

53 浅川 百恵 北杜泉小 大泉 小6組女子 ｱｻｶﾜﾓﾓｴ 289.41

54 奴白 和美 八代小 ジャポップ 小6組女子 ﾇﾊｸｶｽﾞﾐ 467.09

55 尾畠 詩織 宝小学校 都留 小6組女子 ｵﾊﾞﾀｼｵﾘ

56 梶原 聖 河口湖大石小 河口湖 小6組男子 ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ 231.31

57 大貫 知道 河口湖船津小 河口湖 小6組男子 ｵｵﾇｷﾁﾄﾞｳ 322.75

58 梶原 一誠 河口湖西浜小 富士吉田 小6組男子 ｶｼﾞﾜﾗｲｯｾｲ 364.11

59 三浦 嘉大 河口湖西浜小 富士吉田 小6組男子 ﾐｳﾗﾖｼﾋﾛ 588.84

60 大久保 樹 山梨大付属小 南稜 小6組男子 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ

61 笠井 樹 常永小 アトム 小6組男子 ｶｻｲｲﾂｷ
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62 川嶋 晴 高根中 清里 中1組女子 ｶﾜｼﾏﾊﾙ 140.62

63 齊藤 果歩 富竹中 ひまわり 中1組女子 ｻｲﾄｳｶﾎ 176.04

64 渡辺 暁子 学院大学付属中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中1組女子 ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷｺ 295.24

65 柳沢 瑠里 淺川中 ジャポップ 中1組女子 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾙﾘ 360.08

66 小林 朱音 淺川中 ジャポップ 中1組女子 ｺﾊﾞﾔｼｱｶﾈ 404.34

67 堀内 友博 下吉田中 河口湖 中1組男子 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 164.04

68 舟久保 昇礼 吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中1組男子 ﾌﾅｸﾎﾞｼｮｳﾗｲ 167.73

69 依田 一希 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中1組男子 ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 192.78

70 浅川 楓斗 高根中 清里 中1組男子 ｱｻｶﾜﾌｳﾄ 252.13

71 矢ヶ崎 健太 韮崎東中 清里 中1組男子 ﾔｶﾞｻｷｹﾝﾀ 280.96

72 笹本 憲 長坂中 ひまわり 中1組男子 ｻｻﾓﾄｱｷﾗ 311.15

73 萱沼 竜輝 下吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中1組男子 ｶﾔﾇﾏﾀﾂｷ 318.37

74 羽田 祐喜 河口湖北中 富士吉田 中1組男子 ﾊﾀﾞﾕｳｷ 338.39

75 名取 柊 高根中 清里 中1組男子 ﾅﾄﾘｼｭｳ

76 松本 千沙 山梨大付属中 清里 中2組女子 ﾏﾂﾓﾄﾁｻ 99.91

77 森久保 優輝 高根中 清里 中2組男子 ﾓﾘｸﾎﾞﾕｳｷ 113.67

78 三村 治己 甲府北西中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中2組男子 ﾐﾑﾗﾊﾙｷ 117.94

79 丸山 大輝 高根中 清里 中2組男子 ﾏﾙﾔﾏﾀﾞｲｷ 131.86

80 森田 翔 高根中 清里 中2組男子 ﾓﾘﾀﾂﾊﾞｻ 174.18

81 志村 直樹 下吉田中 富士吉田 中2組男子 ｼﾑﾗﾅｵｷ 192.40

82 久保 瑞貴 高根中 清里 中2組男子 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 194.20

83 手塚 耐 白根御勅使中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中2組男子 ﾃﾂﾞｶﾀｲ 208.57

84 石原 晃平 笛吹市浅川中 ジャポップ 中2組男子 ｲｼﾊﾗｺｳﾍｲ 389.26

85 川嶋 邑 高根中 清里 中3組女子 ｶﾜｼﾏﾕｳ 97.70

86 柳生 実可子 甲陵中 大泉 中3組女子 ﾔｷﾞｭｳﾐｶｺ 145.16

87 池谷 健 吉田明見中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中3組男子 ｲｹﾀﾆﾀｹｼ 73.27

88 朝古 琢馬 高根中 清里 中3組男子 ｱｻｺﾀｸﾏ 119.70


