
女子

順位 ﾋﾞﾌﾞNo 　氏　　名 ｶﾅ氏名 学校名 クラブ名 クラス １本目 ２本目 合計ﾀｲﾑ  ｴﾝﾄﾘｰ時GSﾎﾟｲﾝﾄ

51 平井 奈々夏 ﾋﾗｲﾅﾅｶ 泉中 大泉スキークラブ K2(中1) 154.311

52 有泉 美穂 ｱﾘｲｽﾞﾐﾐﾎ スキーチームゼロ 成年B() 51.211

53 仮屋園 美和 ｶﾘﾔｿﾞﾉﾐﾜ 吉田中 富士吉田スキー連盟 K2(中2) 201.091

54 森澤 友貴 ﾓﾘｻﾜﾕｷ 高根中 清里スキークラブ K2(中3) 72.531

55 岡部 彩音 ｵｶﾍﾞｱﾔﾈ 高根中 清里スキークラブ K2(中2) 203.491

56 立川 琴渚 ﾀﾁｶﾜｷｻﾗ 玉穂南小 河口湖スキークラブ K1(Ⅲ小6) 259.891

57 窪田 光里 ｸﾎﾞﾀﾋｶﾘ 小泉小 清里スキークラブ K1(Ⅲ小5) 290.791

58 続木 照美 ﾂｽﾞｷﾃﾙﾐ ラビッツスキークラブ 成年B() 323.261

59 立川 琴彩 ﾀﾂｶﾜｺﾄﾊ 玉穂南小 河口湖スキークラブ K0(Ⅱ小4) 400.661

60 栗栖 令奈 ｸﾘｽﾚｲﾅ 泉小 大泉スキークラブ K0(Ⅱ小4) 429.091

61 加藤 由貴子 ｶﾄｳﾕｷｺ 富士吉田スキー連盟 成年B()

男子

順位 ﾋﾞﾌﾞNo 　氏　　名 ｶﾅ氏名 学校名 クラブ名 クラス １本目 ２本目 合計ﾀｲﾑ  ｴﾝﾄﾘｰ時GSﾎﾟｲﾝﾄ

62 幡野　敬明 ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ TEAM Mt. 成年C(Ｃ40歳代) 112.44

63 宮田　星南 ﾐﾔﾀｾﾅ 下吉田中 富士吉田スキー連盟 K2(中1) 47.96

64 牧井　大輝 ﾏｷｲﾀﾞｲｷ RSTふじ 成年A(Ａ) 23.15

65 山内　勇輝 ﾔﾏｳﾁ　ﾕｳｷ 甲府西中学校 スキーチームゼロ K2(中1) 107.56

66 梶屋　貴史 ｶｼﾞﾔﾀｶｼ 富士吉田スキー連盟 成年B(Ｂ30歳代) 65.38

67 天野　大志 ｱﾏﾉﾀﾞｲｼ 山梨県立大 清里スキークラブ 成年A(Ａ) 25.16

68 野村　正道 ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ スキーチームゼロ 成年C(Ｃ40歳代) 50.80

69 石水　良治 ｲｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳｼﾞ スキーチームゼロ 成年C(Ｃ35歳代) 78.14

70 有賀　章二 ｱﾘｶﾞｼｮｳｼﾞ TEAM Mt. 成年C(Ｃ40歳代) 41.65

71 樋田　晃治 ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年C(Ｃ40歳代) 110.27

72 戸澤　真志 ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 山梨学院大 ひまわり 成年A(Ａ) 39.20

73 戸澤　和哉 ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 山梨学院大 ひまわり 成年A(Ａ) 72.78

74 山腰　洋樹 ﾔﾏｺｼﾋﾛｷ RSTふじ 成年B(Ｂ30歳代) 11.87

75 広瀬　文吾 ﾋﾛｾﾌﾞﾝｺﾞ 峡東SC 成年B(Ｂ30歳代) 13.57

76 藤原　颯大 ﾌｼﾞﾜﾗｿｳﾀ 山梨学院高校 スキーチームゼロ ジュニア(高3) 0.00

77 坂本　駿 ｻｶﾓﾄ　ｼｭﾝ RFKスキークラブ 成年A(Ａ) 121.34

78 望月　勝 ﾓﾁﾂﾞｷﾏｻﾙ RSTふじ RSTふじ 成年C(Ｃ45歳代) 124.60

79 青柳　昌志 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 南稜スキークラブ 南稜スキークラブ 成年A(Ａ) 127.91

80 窪田　友洋 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 泉中 清里スキークラブ K2(中1) 136.42

81 桂原　慎治 ｶﾂﾗﾊﾗｼﾝｼﾞ RSTふじ 成年C(Ｃ40歳代) 144.00

82 望月　要 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 甲府東中学校 RSTふじ K2(中3) 153.81

83 奥山　徹 ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 山梨県庁スキークラブ 成年C(Ｃ40歳代) 161.84

84 田中　康生 ﾀﾅｶﾐﾁｵ TEAM Mt. 成年C(Ｃ50歳代) 164.95

85 清水　成美 ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 南稜スキークラブ 成年C(Ｃ45歳代) 166.01

86 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾂﾖｼ 南稜スキークラブ 成年C(Ｃ50歳代) 173.24

87 坂本　竜一 ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 河口湖小立小 河口湖スキークラブ K1(小6) 187.00

88 堀江　陸 ﾎﾘｴﾘｸ 山梨学院小 富士吉田スキー連盟 K1(小6) 214.18

89 久保　響 ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ 高根中 清里スキークラブ K2(中3) 221.51

90 結城　光保 ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ 富士吉田スキー連盟 成年C(Ｃ45歳代) 227.97

91 横内　進一郎 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 白根御勅使中 清里スキークラブ K2(中1) 248.03

92 仮屋園　純平ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 吉田中 富士吉田スキー連盟 K2(中1) 250.94

93 星　恵介 ﾎｼｹｲｽｹ ラビッツスキークラブ 成年C(Ｃ40歳代) 251.15

94 三井　梓 ﾐﾂｲ　ｱｽﾞｻ ラビッツスキークラブ 成年C(Ｃ45歳代) 251.90

95 野澤　徹也 ﾉｻﾞﾜﾃﾂﾔ RSTふじ 成年A(Ａ) 261.51

96 志村　雅樹 ｼﾑﾗﾏｻｷ 南稜スキークラブ 成年C(Ｃ40歳代) 300.83

97 横内　亮太郎 ﾖｺｳﾁ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 白根百田小 清里スキークラブ K1(小4) 391.10

98 出羽　忍 ﾃﾞﾜ　ｼﾞﾝ 高根中 清里スキークラブ K2(中1) 426.28

99 浅川　耀太 ｱｻｶﾜ　ﾖｳﾀ 泉小 大泉スキークラブ K1(小4)

100 小佐野　良三 ｵｻﾉ　ﾘｮｳｿﾞｳ 富士吉田スキー連盟 成年C(Ｃ45歳代)
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