
リーゼンスラローム大会第1戦　エントリーリスト 平成20年12月25日現在
No. ﾌﾘｶﾞﾅ氏名 氏名 会員番号 SAJ会員登録団体 生年月日  学校名(学生のみ) クラス 学年 競技者登録先
1 ｵｵﾇｷﾁﾄﾞｳ 大貫知道 933003 河口湖スキークラブ H8.5.16 河口湖船津小 小学生 小6組 河口湖スキークラブ
2 ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ 梶原聖 923663 河口湖スキークラブ H8.7.27 河口湖大石小 小学生 小6組 河口湖スキークラブ
3 ﾀｶｷﾞﾏｻﾔ 高木雅也 923667 河口湖スキークラブ H9.8.28 河口湖船津小 小学生 小5組 河口湖スキークラブ
4 ホリウチトモヒロ 堀内友博 923658 河口湖スキークラブ H7.9.15 下吉田中 中学生 中1組 河口湖スキークラブ
5 ウチダタツヒロ 内田達大 925955 河口湖スキークラブ H8.1.7 河口湖北中 中学生 中1組 河口湖スキークラブ
6 ｶｻｲｲﾂｷ 笠井樹 953069 アトムスキークラブ H8.9.21 常永小 小学生 6 アトムスキークラブ
7 ｲｼﾊﾗｺｳﾍｲ 石原晃平 923674 山梨県小中体連 H7.1.23 淺川中 中学生 2 ジャポップ
8 ｻｲﾄｳﾀｶｷ 斉藤貴樹 923630 山梨県小中体連 H6.3.18 富竹中 中学生 1 ひまわり
9 ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 戸澤和哉 923614 山梨県高体連 H4.11.4 山梨学院高 少年 1 ひまわり
10 ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 戸澤真志 923615 山梨県高体連 H4.11.4 山梨学院高 少年 1 ひまわり
11 ｻｻﾓﾄｱｷﾗ 笹本憲 923633 山梨県小中体連 H7.7.16 長坂中 中学生 1 ひまわり
12 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 望月要 927666 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ H9.7.7 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ 小学生 小5組 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ
13 ｶﾔﾇﾏﾀﾂｷ 萱沼竜輝 941740 ホワイトエンジェル H7.7.29 下吉田中学校 中学生 ホワイトエンジェル
14 ﾌﾅｸﾎﾞｼｮｳﾗｲ 舟久保昇礼 923495 ホワイトエンジェル H8.3.8 吉田中学校 中学生 ホワイトエンジェル
15 ｲｹﾀﾆﾀｹｼ 池谷健 923503 ホワイトエンジェル H5.5.31 明見中学校 中学生 ホワイトエンジェル
16 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 青柳昌志 911200 高体連 H4.5.3 甲府湯田高 少年 南稜スキークラブ
17 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 大久保樹 942564 南稜スキークラブ H9.2.6 山梨大学付属小 小学生 小6組 南稜スキークラブ
18 ﾃﾂﾞｶﾀｲ 手塚　耐 923682 山梨県小中体連 H6.7.26 白根御勅使中 中学生 2 甲府パラレルJr
19 ﾐｳﾗｺｳｽｹ 三浦孝允 953074 甲府パラレルJr H6.10.26 梨大付属中 中学生 2 甲府パラレルJr
20 ﾐﾑﾗﾊﾙｷ 三村治己 923683 甲府パラレルJr H7.3.24 甲府北西 中学生 2 甲府パラレルJr
21 ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 依田一希 923688 山梨県小中体連 H8.3.8 梨大付属中 中学生 1 甲府パラレルJr
22 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾄ 竹下周杜 925949 甲府パラレルJr H9.7.19 梨大付属小 小学生 5 甲府パラレルJr
23 ムラカミリョウ 村上僚 942733 甲府パラレルJr H8.2.21 梨大付属中 中学生 1 甲府パラレルJr
24 ﾏｷｲﾀﾞｲｷ 牧井大輝 899130 高体連 H2.6.2 山梨学院高 少年 3 高体連
25 ﾏﾂｼﾀﾘｭｳﾏ 松下　隆磨 938031 高体連 H2.9.3 帝京第三高校 少年 3 高体連
26 ﾖｼｻﾞﾜｷﾖﾀｶ 吉澤清貴 922828 高体連 H2.12.16 東海大甲府高 少年 3 高体連
27 ﾖｼﾐﾄﾓﾋﾛ 義見知大 923473 高体連 H3.10.9 韮崎高 少年 2 高体連
28 ｴﾓﾄﾕｳｷ 江本裕樹 943485 高体連 H3.11.16 東海大甲府高 少年 2 高体連
29 ｱｻｺﾀｸﾏ 朝古琢馬 923596 山梨県小中体連 H6.3.10 高根中 中学生 3 清里スキークラブ
30 ﾏﾙﾔﾏﾀﾞｲｷ 丸山大輝 923591 山梨県小中体連 H6.7.7 高根中 中学生 2 清里スキークラブ
31 ﾓﾘﾀﾂﾊﾞｻ 森田翔 923589 山梨県小中体連 H6.7.29 高根中 中学生 2 清里スキークラブ
32 ﾓﾘｸﾎﾞﾕｳｷ 森久保優輝 923588 山梨県小中体連 H6.8.3 高根中 中学生 2 清里スキークラブ
33 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 久保　瑞貴 923585 山梨県小中体連 H6.11.15 高根中 中学生 2 清里スキークラブ
34 ﾔｶﾞｻｷｹﾝﾀ 矢ヶ崎健太 923581 山梨県小中体連 H7.4.25 韮崎東中 中学生 1 清里スキークラブ
35 ｱｻｶﾜﾌｳﾄ 浅川楓斗 923578 山梨県小中体連 H7.6.24 高根中 中学生 1 清里スキークラブ
36 ﾅﾄﾘｼｭｳ 名取柊 923575 山梨県小中体連 H7.12.18 高根中 中学生 1 清里スキークラブ
37 ｺﾊﾞﾔｼﾀｲｾｲ 小林泰聖 923571 清里スキークラブ H8.7.22 清里小 小学生 6 清里スキークラブ
38 ﾏﾂﾓﾄﾔｽﾋﾃﾞ 松本泰英 923568 清里スキークラブ H9.1.26 清里小 小学生 6 清里スキークラブ
39 ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳｾｲ 小林周聖 925696 清里スキークラブ H10.1.16 清里小 小学生 5 清里スキークラブ
40 ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ 久保響 925694 清里スキークラブ H10.3.8 清里小 小学生 5 清里スキークラブ
41 ｼﾏﾊﾗﾀﾞｲﾁ 島原大知 911205 清里スキークラブ H3.4.16 東海大甲府高 少年 清里スキークラブ
42 ｱｻｶﾜｼｮｳﾀ 浅川祥太 925687 大泉SC H9.1.14 泉小学校 小6組 大泉SC
43 ｼﾝﾄﾞｳｷｮｳﾍｲ 進藤恭平 933395 大泉SC H8.9.6 泉小学校 小6組 大泉SC
44 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳｼｭｳﾍｲ 中仙道柊平 申請中 大泉SC H8.11.18 泉小学校 小6組 大泉SC
45 ﾐﾂｲﾀｲｶﾞ 三井大河 申請中 大泉SC H8.5.12 泉小学校 小6組 大泉SC
46 ﾔｷﾞｭｳｺｳﾍｲ 柳生耕平 923521 大泉SC H9.11.29 泉小学校 小5組 大泉SC
47 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 小林哲也 911210 高体連 H3.5.15 吉田高 少年 富士吉田スキー連盟
48 ﾜﾀﾅﾍﾞｶｲﾄ 渡辺開斗 911219 高体連 H5.1.8 富士河口湖高校 少年 富士吉田スキー連盟
49 ｵｻﾉｼﾝｺﾞ 小佐野真伍 923544 山梨県小中体連 H6.7.7 吉田中 中学生 富士吉田スキー連盟
50 ｼﾑﾗﾅｵｷ 志村直樹 923547 山梨県小中体連 H6.8.13 下吉田中 中学生 富士吉田スキー連盟
51 ﾊﾀﾞﾕｳｷ 羽田祐喜 923563 山梨県小中体連 H7.12.19 河口湖北中 中学生 富士吉田スキー連盟
52 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 堀内洋平 935334 富士吉田スキー連盟 H9.5.3 吉田西小 小学生 富士吉田スキー連盟
53 ﾊﾀﾞｺｳﾀ 羽田航太 925704 富士吉田スキー連盟 H9.6.27 河口湖大石小 小学生 富士吉田スキー連盟
54 ﾐｳﾗﾀｯﾍﾟｲ 三浦竜平 925708 富士吉田スキー連盟 H9.11.25 西浜小 小学生 富士吉田スキー連盟
55 オザワヒロシ 小澤宏史 927049 河口湖スキークラブ S43.12.27 河口湖スキークラブ 成年C 河口湖スキークラブ
56 ﾘﾝﾉｼｹﾞｷ 林野茂樹 123916 山梨県庁SC S29.1.21 成年C 山梨県庁SC
57 ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 奥山徹 018994 山梨県庁SC S44.11.15 成年C 山梨県庁SC
58 サイグサタメヨシ 三枝為好 51415 ＲＦＫ S47.11.6 成年C ＲＦＫ
59 カネコタカノリ 金子貴則 33725 ＲＦＫ S47.12.23 成年C ＲＦＫ
60 ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ 野村正道 330031 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S43.1.12 成年C ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
61 ｶﾜﾊﾞﾀﾏｻｶｽﾞ 川端正和 082501 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S47.2.12 成年C ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
62 ｻﾄｳｼﾞｭﾝ 佐藤潤 929495 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S53.3.18 成年B ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
63 ﾜｶﾊﾞﾔｼｱﾂｼ 若林篤史 330134 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S61.5.7 成年A ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
64 ﾅｶﾞｾｷﾋﾃﾞﾌﾐ 永関英文 017614 ひまわり S49.2.6 ひまわり 成年B ひまわり
65 ｶﾂﾗﾊﾗｼﾝｼﾞ 桂原慎治 330077 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ S43.7.5 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ 成年C ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ
66 ﾀﾅｶﾂﾖｼ 田中強 146148 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ S49.1.22 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ 成年C ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ
67 ﾔﾏｺｼﾋﾛｷ 山腰洋樹 136987 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ S53.2.18 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ 成年B ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ
68 ｵｻﾀﾞﾕｳｼﾞ 長田雄司 455681 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ S54.4.27 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ 成年B ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ
69 ﾉｻﾞﾜﾃﾂﾔ 野澤徹也 901471 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ S63.9.19 ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ 成年A ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰﾁｰﾑふじ
70 ﾜﾀﾅﾍﾞﾂﾖｼ 渡辺剛 102535 南稜スキークラブ S37.1.17 南稜スキークラブ 成年C 南稜スキークラブ
71 ｺﾐﾔﾏﾏｻｱｷ 小宮山正昭 060767 南稜スキークラブ S38.7.11 南稜スキークラブ 成年C 南稜スキークラブ
72 ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 清水成美 075629 南稜スキークラブ S39.4.7 南稜スキークラブ 成年C 南稜スキークラブ
73 ｼﾑﾗﾏｻｷ 志村雅樹 885495 南稜スキークラブ S43.5.30 南稜スキークラブ 成年C 南稜スキークラブ
74 ﾊｼﾓﾄﾐﾂﾋｺ 橋本光彦 032521 南稜スキークラブ S46.5.4 南稜スキークラブ 成年C 南稜スキークラブ
75 ｺﾏｷｺｳｽｹ 駒木厚介 923445 南稜スキークラブ S53.4.14 南稜スキークラブ 成年B 南稜スキークラブ
76 ｵｸﾞﾁｷｮｳﾍｲ 小口恭平 935138 南稜スキークラブ S56.9.8 南稜スキークラブ 成年B 南稜スキークラブ
77 ﾋﾛｾﾌﾞﾝｺﾞ 広瀬文吾 128023 峡東スキークラブ S54.8.19 成年B 峡東スキークラブ
78 ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ 樋田晃治 111701 甲府パラレル S43.4.26 甲府パラレル 成年C 甲府パラレル
79 ｸﾗｻﾜｷﾐﾋﾛ 倉澤公弘 330030 甲府パラレル S44.11.22 甲府パラレル 成年C 甲府パラレル
80 ナカゴミアキラ 中込章 144714 清里SC S.49.4.26 一般 成年B 清里SC
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81 ﾊｼﾓﾄｼﾞﾛｳ 橋本二郎 923433 大泉SC S37.10.4 成年C 大泉SC
82 ﾀｹﾀﾞｵｻﾑ 武田修 113305 都留スキークラブ S34.12.24 成年C 都留スキークラブ
83 ｼﾝﾄﾞｳﾄﾓﾕｷ 進藤知幸 115764 都留スキークラブ S42.12.28 成年C 都留スキークラブ
84 ﾔﾉﾏｺﾄ 矢野誠 150594 都留スキークラブ S45.5.26 成年C 都留スキークラブ
85 ﾀﾅｶﾐﾁｵ 田中康生 100656 東京電力スキークラブ S33.10.10 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
86 ｱﾘｶﾞｼｮｳｼﾞ 有賀章二 122665 東京電力スキークラブ S43.4.1 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
87 ｺﾔﾏｱｷﾌﾐ 小山明文 944389 東京電力スキークラブ S43.9.3 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
88 ｵｻﾀﾞﾏｻﾙ 長田賢 097675 東京電力スキークラブ S43.11.21 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
89 ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ 幡野敬明 109996 東京電力スキークラブ S45.9.15 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
90 ｵｻﾞﾜｺｳｼﾞ 小澤浩司 139290 東京電力スキークラブ S45.11.18 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
91 ﾋﾗｲｽｽﾑ 平井進 942563 東京電力スキークラブ S46.7.29 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
92 ｳﾁｶﾜﾏｻｼ 内川政志 107224 東京電力スキークラブ S46.7.29 東京電力スキークラブ 成年C 東京電力スキークラブ
93 ｺｲｹﾏｻｷ 小池昌樹 062718 東京電力スキークラブ S51.1.21 東京電力スキークラブ 成年B 東京電力スキークラブ
94 ｶﾔﾇﾏｶｽﾞｵ 萱沼一雄 25168 富士吉田スキー連盟 S27.6.10 富士吉田スキー連盟 成年C 富士吉田スキー連盟
95 ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ 結城光保 35564 富士吉田スキー連盟 S42.8.17 富士吉田スキー連盟 成年C 富士吉田スキー連盟
96 ﾅｶｶﾞﾜﾋﾛｼ 中川浩 873264 富士吉田スキー連盟 S45.5.24 富士吉田スキー連盟 成年C 富士吉田スキー連盟
97 ﾋﾅﾀﾏﾅﾌﾞ 日向学 15423 富士吉田スキー連盟 S46.9.14 富士吉田スキー連盟 成年C 富士吉田スキー連盟
98 ｿﾀﾞｴｲｽｹ 曽田英介 84206 富士吉田スキー連盟 S49.2.1 富士吉田スキー連盟 成年C 富士吉田スキー連盟
99 ｶﾜﾍﾞﾄｼﾛｳ 河辺敏郎 142696 S40.11.16 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 成年C ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
100 ｱｻﾉｶﾞｸ 朝野学 923522 高体連 H4.11.16 吉田高校 少年 富士吉田スキー連盟


