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色 No 1st 2nd 合計

青 31 伊東 伶穏 ｲﾄｳ ﾚｵﾝ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小1-2

青 32 996459 小林 昊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小1-2

青 33 小田切 結歩 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾑｽﾌﾞ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小1-2

青 34 前田 大地 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 東京都 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小1-2

青 35 上田 桂瑚 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小1-2

青 36 990586 矢野 康太郎 ﾔﾉ ｺｳﾀﾛｳ 山梨学院小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 37 996523 熊野御堂 健 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｹﾝ 高根東小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 38 鈴木 琉生 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 東京都 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小3-4

青 39 990584 長谷 千弘 ﾊｶﾞﾔ ﾁﾋﾛ 清里小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 40 柳瀬 滉太 ﾔﾅｾ ｺｳﾀ 神奈川県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小3-4

青 41 991202 永関 悠翔 ﾅｶﾞｾｷ ﾕｳﾄ 長坂小 ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 42 994995 流石 崇 ｻｽｶﾞ ｼｭｳ 船津小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 43 990579 太田原 恒心 ｵｵﾀﾊﾗ ｺｳｼﾝ 船津小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 44 988881 西畑 澪 ﾆｼﾊﾀ ﾚｲ 富士豊茂小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 45 988882 渡井 陽斗 ﾜﾀｲ ｱｷﾄ 東桂小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 46 984808 小田 胤喜 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 47 984331 三好 康陽 ﾐﾖｼ ﾔｽｱｷ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小3-4

青 48 石田 七色 ｲｼﾀﾞ ﾅﾅｲﾛ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小5-6

青 49 996923 小林 已布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 石和西小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小5-6

青 50 971009 中村 瑛太 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 船津小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小5-6

青 51 森田 涼介 ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｽｹ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小5-6

青 52 松尾 龍樹 ﾏﾂｵ ﾘｭｳｷ 東京都 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小5-6

青 53 977391 深澤 亮 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高根清里小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小5-6

青 54 974924 堀内 建登 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾄ 吉田小 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 小5-6

青 55 1000548 眞田 尚斗 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾄ 下吉田第一小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小5-6

青 56 吉永 有宇紀 ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳｷ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小5-6

青 57 972676 三浦 冬真 ﾐｳﾗ ﾄｳﾏ 西浜小 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 小5-6

青 58 994996 流石 凛太朗 ｻｽｶﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 船津小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小5-6

青 59 大石 裕也 ｵｵｲｼ ﾕｳﾔ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小5-6

青 60 申請中 青柳 凜太朗 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 小5-6

青 61 967642 小川 秋人 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ ひまわりスキークラブ ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 62 小田切 拓磨 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 中学生

青 63 酒井 將里 ｻｶｲ ｼｮｳﾘ 神奈川県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 中学生
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青 64 990580 吉村 圭司 ﾖｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 勝山中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 65 990487 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 中学生

青 66 974919 上田 夏輝 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 駿台甲府中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 67 960256 横内 亮太郎 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 白根御勅使中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 68 960240 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 泉中 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 69 980105 緑川 柊麻 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｭｳﾏ 甲陵中学校 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 70 977954 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 吉田中 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 中学生
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