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青 31 利川 隆誠 ﾄｼｶﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 上智大学アルカディアスキーレーシングチーム ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年A

青 32 村尾 勇紀 ﾑﾗｵ ﾕｳｷ SNOW EARNEST ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年A

青 33 岩田 天玄 ｲﾜﾀ ﾀｶﾊﾙ 上智大学スキー部 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年A

青 34 西脇 吉次 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾂｸﾞ 京都府 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年C

青 35 北野 教正 ｷﾀﾉ ﾉﾘﾏｻ ＩＢＭ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年C

青 36 宇佐見 惇 ｳｻﾐ ｼﾞｭﾝ 上智大学アルカディアスキーレーシングチーム ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年A

青 37 上野 淳一 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 輪島市シルバートライ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年C

青 38 武石 博晃 ﾀｹｲｼ ﾋﾛｱｷ 長野市スキークラブ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年C

青 39 轟 一弥 ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｽﾞﾔ BBM ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 成年C

青 40 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 74.02 高校生

青 41 923614 戸澤 和哉 ﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 山梨学院大 ﾋﾏﾜﾘ 0.00 成年A

青 42 455681 清水 雄司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 96.03 成年C

青 43 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 3.18 成年C

青 44 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 7.32 中学生

青 45 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 51.50 成年B

青 46 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 31.66 成年C

青 47 122665 有賀 章二 ｱﾘｶﾞ ｼｮｳｼﾞ ＴＥＡＭ　Ｍｔ． ﾁｰﾑ ｴﾑﾃｨｰ 9.16 成年C

青 48 330077 桂原 慎治 ｶﾂﾗﾊﾗ ｼﾝｼﾞ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 70.42 成年C

青 49 923615 戸澤 真志 ﾄｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 山梨学院大 ﾋﾏﾜﾘ 27.67 成年A

青 50 75629 清水 成美 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 南稜スキークラブ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 91.18 成年C

青 51 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 24.82 成年C

青 52 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 60.66 成年C

青 53 109996 幡野 敬明 ﾊﾀﾉ ｹｲﾒｲ ＴＥＡＭ　Ｍｔ． ﾁｰﾑ ｴﾑﾃｨｰ 71.31 成年C

青 54 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 15.66 成年C

青 55 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 97.48 成年A

青 56 107822 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 100.78 成年C

青 57 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 108.84 高校生

青 58 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 145.89 成年B

青 59 100656 田中 康生 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ ＴＥＡＭ　Ｍｔ． ﾁｰﾑ ｴﾑﾃｨｰ 150.45 成年C

青 60 102535 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 南稜スキークラブ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 151.82 成年C

青 61 948662 堀江 陸 ﾎﾘｴ ﾘｸ 駿台甲府中 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 179.63 中学生

青 62 965616 出羽 忍 ﾃﾞﾜ ｼﾞﾝ 高根中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 190.71 中学生

青 63 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 201.24 中学生
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青 64 960256 横内 亮太郎 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 白根百田小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 211.59 小4-6

青 65 960240 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 泉小学校 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 371.78 小4-6

青 66 977954 久保 美海 ｸﾎﾞ ﾖｼﾐ パノラマスノーアカデミースキークラブ ﾊﾟﾉﾗﾏｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年C

青 67 137742 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 高校生

青 68 984323 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 高校生

青 69 976266 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 高校生

青 70 987089 小澤 歩務 ｵｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 北杜高 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 高校生

青 71 976268 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 吉田西小 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 小4-6

青 72 976267 赤池 翼 ｱｶｲｹ ﾂﾊﾞｻ 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 成年B


