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緑 51 923688 依田 一希 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 甲府パラレルS.C. ｺｳﾌﾊﾟﾗﾚﾙｽｷ-ｸﾗﾌﾞ 0.00 成年A

緑 52 330031 野村 正道 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ スキーチームゼロ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 37.86 成年C

緑 53 911210 小林 哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 21.81 成年A

緑 54 136987 山腰 洋樹 ﾔﾏｺﾞｼ ﾋﾛｷ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 22.97 成年C

緑 55 128023 広瀬 文吾 ﾋﾛｾ ﾌﾞﾝｺﾞ 峡東スキークラブ ｷｮｳﾄｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 21.32 成年C

緑 56 951053 梶屋 貴史 ｶｼﾞﾔ ﾀｶﾌﾐ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 39.12 成年B

緑 57 942564 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 駿台甲府高 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 46.60 高校生

緑 58 944383 山内 勇輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 甲府西中学校 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 2.73 中学生

緑 59 948671 宮田 星南 ﾐﾔﾀ ｾﾅ 下吉田中 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 21.85 中学生

緑 60 947868 窪田 友洋 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 泉中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 46.86 中学生

緑 61 122665 有賀 章二 ｱﾘｶﾞ ｼｮｳｼﾞ ＴＥＡＭ　Ｍｔ． ﾁｰﾑ ｴﾑﾃｨｰ 54.38 成年C

緑 62 142127 石水 良治 ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ スキーチームゼロ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 54.72 成年C

緑 63 911200 青柳 昌志 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｼ 南稜スキークラブ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 62.19 成年A

緑 64 911266 坂本 駿 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ ＲＦＫスキークラブ ｱｰﾙｴﾌｹｲｸｷｰｸﾗﾌﾞ 81.7 成年B

緑 65 947864 横内 進一郎 ﾖｺｳﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 白根御勅使中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 88.08 中学生

緑 66 18994 奥山　 徹 ｵｸﾔﾏ ﾄｵﾙ 山梨県庁スキークラブ ﾔﾏﾅｼｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 90.58 成年C

緑 67 925708 三浦 竜平 ﾐｳﾗ ﾀｯﾍﾟｲ 富士河口湖高 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 90.58 高校生

緑 68 935334 堀内 洋平 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳﾍｲ 吉田高 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 104.65 高校生

緑 69 976268 大久保 海 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 135.95 高校生

緑 70 976266 平山 拓弥 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 209.65 高校生

緑 71 965616 出羽 忍 ﾃﾞﾜ ｼﾞﾝ 高根中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 261.78 中学生

緑 72 976267 後藤 慶太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ 日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 291.94 高校生

緑 73 989683 夜山 圭志 ﾖﾔﾏ ｹｲｼ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 成年B

緑 74 申請中 山口 涼平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 甲陵高校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 高校生

緑 75 980125 林 幸弘 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 高校生

緑 76 873328 板谷 俊輔 ｲﾀﾔ ｼｭﾝｽｹ 峡東スキークラブ ｷｮｳﾄｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年B

緑 77 980114 長田 英也 ｵｻﾀﾞ ﾋﾃﾞﾔ 日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 高校生
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