
山梨県リーゼンスラローム大会　第１戦　男子大回転

順位 ﾋﾞﾌﾞNo 　氏　　名 所　　属 クラブ名 クラス 所要時間 ｶﾅ氏名
ｴﾝﾄﾘｰ時
GSﾎﾟｲﾝﾄ

101 広瀬 文吾 峡東 峡東 Ｂ ﾋﾛｾﾌﾞﾝｺﾞ 0.00

102 永関 英文 ひまわり ひまわり Ｂ ﾅｶﾞｾｷﾋﾃﾞﾌﾐ 1.52

103 若林 篤史 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ａ ﾜｶﾊﾞﾔｼｱﾂｼ 2.26

104 牧井 大輝 学院大附属高 高体連 少年 ﾏｷｲﾀﾞｲｷ 6.66

105 吉澤 清貴 東海大甲府高 高体連 少年 ﾖｼｻﾞﾜｷﾖﾀｶ 9.09

106 天野 大志 北杜高 清里 少年 ｱﾏﾉﾀﾞｲｼ 9.21

107 有賀 章二 東京電力 東京電力 Ｃ ｱﾘｶﾞｼｮｳｼﾞ 10.01

108 長田 雄司 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ ｵｻﾀﾞﾕｳｼﾞ 12.86

109 野村 正道 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ 21.98

110 小林 哲也 吉田高 富士吉田 少年 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 22.26

111 山腰 洋樹 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ ﾔﾏｺｼﾋﾛｷ 22.63

112 戸澤 和哉 学院大附属高 ひまわり 少年 ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 31.70

113 田中 強 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｂ ﾀﾅｶﾂﾖｼ 49.52

114 久保 瑞貴 高根中 清里 中学生 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 61.70

115 小澤 宏史 河口湖 河口湖 Ｃ ｵｻﾞﾜﾋﾛｼ 65.44

116 池谷 健 吉田明見中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生 ｲｹﾀﾆﾀｹｼ 67.02

117 河辺 敏郎 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ ｶﾜﾍﾞﾄｼﾛｳ 67.05

118 朝野 学 吉田高 富士吉田 少年 ｱｻﾉｶﾞｸ 67.31

119 三枝 為好 ＲＦＫ ＲＦＫ Ｃ ｻｴｸﾞｻﾀﾒﾖｼ 67.65

120 丸山 大輝 高根中 清里 中学生 ﾏﾙﾔﾏﾀﾞｲｷ 71.84

121 清水 成美 南稜 南稜 Ｃ ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 75.86

122 武田 修 都留 都留 Ｃ ﾀｹﾀﾞｵｻﾑ 76.99

123 戸澤 真志 学院大附属高 ひまわり 少年 ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 94.72

124 齊藤 貴樹 甲府富竹中 ひまわり 中学生 ｻｲﾄｳﾀｶｷ 99.52

125 小口 恭平 南稜 南稜 Ａ ｵｸﾞﾁｷｮｳﾍｲ 104.38

126 金子 貴則 ＲＦＫ ＲＦＫ Ｃ ｶﾈｺﾀｶﾉﾘ 106.64

127 森久保 優輝 高根中 清里 中学生 ﾓﾘｸﾎﾞﾕｳｷ 110.43

128 名取 柊 高根中 清里 中学生 ﾅﾄﾘｼｭｳ 110.99

129 朝古 琢馬 高根中 清里 中学生 ｱｻｺﾀｸﾏ 116.90

130 義見 知大 韮崎高 清里 少年 ﾖｼﾐﾄﾓﾋﾛ 117.75

131 桂原 慎治 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ｃ ｶﾂﾗﾊﾗｼﾝｼﾞ 117.82

132 川端 正和 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｃ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ 118.30

133 佐藤 潤 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ Ｂ ｻﾄｳｼﾞｭﾝ 119.09

134 中込 章 清里 清里 Ｂ ﾅｶｺﾞﾐｱｷﾗ 120.65

135 幡野 敬明 東京電力 東京電力 Ｃ ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ 125.40

136 小澤 浩司 東京電力 東京電力 Ｃ ｵｻﾞﾜｺｳｼﾞ 127.93

137 森田 翔 高根中 清里 中学生 ﾓﾘﾀﾂﾊﾞｻ 128.89

138 奥山 徹 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 132.41

139 志村 直樹 下吉田中 富士吉田 中学生 ｼﾑﾗﾅｵｷ 144.14

140 三村 治己 甲府北西中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾐﾑﾗﾊﾙｷ 145.69

141 林野 茂樹 山梨県庁 山梨県庁 Ｃ ﾘﾝﾉｼｹﾞｷ 147.06

142 橋本 光彦 南稜 南稜 Ｃ ﾊｼﾓﾄﾐﾂﾋｺ 149.67

143 堀内 友博 下吉田中 河口湖 中学生 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 154.02

144 志村 雅樹 南稜 南稜 Ｃ ｼﾑﾗﾏｻｷ 157.47

145 青柳 昌志 甲府湯田高 南稜 少年 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 159.59

146 小山 明文 東京電力 東京電力 Ｃ ｺﾔﾏｱｷﾌﾐ 165.06

147 長田 賢 東京電力 東京電力 Ｃ ｵｻﾀﾞﾏｻﾙ 167.20

148 渡辺 開斗 富士河口湖高 富士吉田 少年 ﾜﾀﾅﾍﾞｶｲﾄ 169.27

149 手塚 耐 白根御勅使中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾃﾂﾞｶﾀｲ 170.37

150 浅川 楓斗 高根中 清里 中学生 ｱｻｶﾜﾌｳﾄ 171.99

151 舟久保 昇礼 吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生 ﾌﾅｸﾎﾞｼｮｳﾗｲ 174.71

152 田中 康生 東京電力 東京電力 Ｃ ﾀﾅｶﾐﾁｵ 175.76

153 小宮山 正昭 南稜 南稜 Ｃ ｺﾐﾔﾏﾏｻｱｷ 180.37
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154 野澤 徹也 R.S.Tふじ R.S.Tふじ Ａ ﾉｻﾞﾜﾃﾂﾔ 182.83

155 梶原 聖 河口湖大石小 河口湖 小学生 ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ 184.04

156 依田 一希 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 189.04

157 島原 大知 東海大甲府高 高体連 少年 ｼﾏﾊﾗﾀﾞｲﾁ 193.58

158 平井 進 東京電力 東京電力 Ｃ ﾋﾗｲｽｽﾑ 200.06

159 結城 光保 富士吉田 富士吉田 Ｃ ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ 208.84

160 中川 浩 富士吉田 富士吉田 Ｃ ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 215.44

161 進藤 知幸 都留 都留 Ｃ ｼﾝﾄﾞｳﾄﾓﾕｷ 216.98

162 内田 達大 河口湖北中 河口湖 中学生 ｳﾁﾀﾞﾀﾂﾋﾛ 217.28

163 松下 隆磨 帝京第三高 高体連 少年 ﾏﾂｼﾀﾘｭｳﾏ 223.86

164 矢ヶ崎 健太 韮崎東中 清里 中学生 ﾔｶﾞｻｷｹﾝﾀ 227.76

165 萱沼 竜輝 下吉田中 ﾎﾜｲﾄ ｴﾝｼﾞｪﾙ 中学生 ｶﾔﾇﾏﾀﾂｷ 229.19

166 小佐野 真伍 吉田中 富士吉田 中学生 ｵｻﾉｼﾝｺﾞ 239.38

167 渡辺 剛 南稜 南稜 Ｃ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 249.02

168 駒木 厚介 南稜 南稜 Ｂ ｺﾏｷｺｳｽｹ 249.24

169 大久保 樹 山梨大付属小 南稜 小学生 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 252.19

170 高木 雅也 河口湖船津小 河口湖 小学生 ﾀｶｷﾞﾏｻﾔ 257.98

171 望月 要 甲府里垣小 R.S.Tふじ 小学生 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 258.98

172 久保 響 清里小 清里 小学生 ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ 262.36

173 小林 周聖 清里小 清里 小学生 ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳｾｲ 263.56

174 笹本 憲 長坂中 ひまわり 中学生 ｻｻﾓﾄｱｷﾗ 267.14

175 大貫 知道 河口湖船津小 河口湖 小学生 ｵｵﾇｷﾁﾄﾞｳ 275.42

176 江本 裕樹 東海大甲府高 高体連 少年 ｴﾓﾄﾕｳｷ 278.49

177 小池 昌樹 東京電力 東京電力 Ｂ ｺｲｹﾏｻｷ 278.79

178 羽田 航太 下吉田第二小 富士吉田 小学生 ﾊﾀﾞｺｳﾀ 287.68

179 柳生 耕平 北杜泉小 大泉 小学生 ﾔｷﾞｭｳｺｳﾍｲ 292.16

180 三浦 孝允 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾐｳﾗｺｳｽｹ 292.67

181 村上 僚 山梨大付属中 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 中学生 ﾑﾗｶﾐﾘｮｳ 308.81

182 小林 泰聖 清里小 清里 小学生 ｺﾊﾞﾔｼﾀｲｾｲ 311.50

183 羽田 祐喜 河口湖北中 富士吉田 中学生 ﾊﾀﾞﾕｳｷ 347.66

184 竹下 周杜 山梨大付属小 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ 小学生 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾄ 355.16

185 松本 泰英 清里小 清里 小学生 ﾏﾂﾓﾄﾔｽﾋﾃﾞ 368.86

186 石原 晃平 笛吹市浅川中 ジャポップ 中学生 ｲｼﾊﾗｺｳﾍｲ 374.94

187 堀内 洋平 吉田西小 富士吉田 小学生 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 381.95

188 浅川 祥太 北杜泉小 大泉 小学生 ｱｻｶﾜｼｮｳﾀ 423.75

189 進藤 恭平 北杜泉小 大泉 小学生 ｼﾝﾄﾞｳｷｮｳﾍｲ 431.77

190 三浦 竜平 河口湖西浜小 富士吉田 小学生 ﾐｳﾗﾀｯﾍﾟｲ

191 矢野 誠 都留 都留 Ｃ ﾔﾉﾏｺﾄ

192 樋田 晃治 甲府パラレル 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ Ｃ ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ

193 日向 学 富士吉田 富士吉田 Ｃ ﾋﾅﾀﾏﾅﾌﾞ

194 内川 政志 東京電力 東京電力 Ｃ ｳﾁｶﾜﾏｻｼ

195 中仙道 柊平 北杜泉小 大泉 小学生 ﾅｶｾﾝﾄﾞｳｼｭｳﾍｲ

196 倉澤 公弘 甲府パラレル 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙ Ｃ ｸﾗｻﾜｷﾐﾋﾛ

197 曽田 英介 富士吉田 富士吉田 Ｂ ｿﾀﾞｴｲｽｹ

198 三井 大河 北杜泉小 大泉 小学生 ﾐﾂｲﾀｲｶﾞ

199 橋本 二朗 大泉 大泉 Ｃ ﾊｼﾓﾄｼﾞﾛｳ

200 萱沼 一雄 富士吉田 富士吉田 Ｃ ｶﾔﾇﾏｶｽﾞｵ

201 笠井 樹 常永小 アトム 小学生 ｶｻｲｲﾂｷ


