
2009.02.22 ジュニアチャレンジカップ

エントリーリスト H21.2.15現在

No. ｼﾒｲ 氏名 SAJ会員番号 所属クラブ 学校名 クラス

1 ｵｵｶﾝﾀﾞﾕｳﾀ 大神田悠太 富士吉田スキー連盟 忍野小 小学1～2年組

2 ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 坂本竜一 941739 河口湖スキークラブ 河口湖小立小 小学1～2年組

3 ﾅｶﾈﾄﾓﾔ 中根智也 申請中 富士吉田スキー連盟 下吉田第二小 小学1～2年組

4 ｲﾉｳｴﾀｲﾖｳ 井上太陽 948666 富士吉田スキー連盟 吉田西小 小学1～2年組

5 ﾎﾘｴﾘｸ 堀江陸 948662 甲府パラレルJr 山梨学院付属小 小学1～2年組

6 ｻｶｲｷﾖﾄ 酒井 基与斗 神奈川県 緑が浜小学校 小学1～2年組

7 ﾖｼﾀﾞﾄﾓﾔ 吉田 朋弥 東京都 小学1～2年組

8 ﾆﾜﾄﾓﾋｺ 丹羽 智彦 山梨県 勝山小学校 小学1～2年組

9 ｳｴﾀﾞﾌｳﾘ 植田 楓亮 長野県 松本市立　芳川小学校小学1～2年組

10 ｳｴﾑﾗﾘｸ 上村 陸 東京都 小学1～2年組

11 ｽｽﾞｷﾑｻｼ 鈴木 武蔵 東京都 小学1～2年組

12 ｱｲﾊﾞｿｳｽｹ 饗庭 壮祐 神奈川県 横浜市立みたけ台小学小学1～2年組

13 ｺﾝﾄﾞｳｶｽﾞｷ 近藤 一樹 山梨県 吉田西小学校 小学1～2年組

14 ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 仮屋園純平 948664 富士吉田スキー連盟 吉田小 小学3～4年組

15 ﾔﾏｳﾁﾕｳｷ 山内勇輝 944383 清里スキークラブ 舞鶴小 小学3～4年組

16 ｳｴﾀｹﾄﾓﾉﾘ 植竹智紀 933009 清里スキークラブ 貢川小 小学3～4年組

17 ﾊﾔﾉｷｯﾍﾟｲ 早野暉平 申請中 富士吉田スキー連盟 忍野小 小学3～4年組

18 ﾐｳﾗﾄﾓﾋﾛ 三浦友大 941481 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学3～4年組

19 ﾋﾗﾉｲﾌﾞｷ 平野伊吹 947869 富士吉田スキー連盟 忍野小 小学3～4年組

20 ﾐｳﾗﾀｹﾋﾛ 三浦健大 948667 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学3～4年組

21 ﾐｳﾗﾃｯﾍﾟｲ 三浦哲平 941480 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学3～4年組

22 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 窪田友洋 947868 清里スキークラブ 小泉小 小学3～4年組

23 ﾐﾔﾀｾﾅ 宮田星南 948671 富士吉田スキー連盟 下吉田第二小 小学3～4年組

24 ｱｻｺｶｽﾞﾏ 朝古和馬 933010 清里スキークラブ 清里小 小学3～4年組

25 ﾊﾅﾜｼﾞｭﾝ 花輪淳 941326 清里スキークラブ 高根西小 小学3～4年組

26 ﾀｹｲﾕｷﾔ 武井喜哉 941327 清里スキークラブ 清里小 小学3～4年組

27 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 横内進一郎 947864 ひまわり 百田小 小学3～4年組

28 ﾌﾙﾔｼｭｳ 古屋秀 941736 河口湖スキークラブ 河口湖小立小 小学3～4年組

29 ﾅｶﾑﾗﾕｳｽｹ 中村侑資 929484 河口湖スキークラブ 河口湖河口小 小学3～4年組

30 ﾐｳﾗﾏｻｷ 三浦雅睴 948669 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学3～4年組

31 ﾕｷｻﾀﾞｺｳﾍｲ 行貞康平 富士吉田スキー連盟 忍野小 小学3～4年組

32 ｺﾐﾔﾏﾕｳ 小見山 祐 山梨県 小学3～4年組

33 ﾅｶﾉﾄﾓﾕｷ 中野 智之 神奈川県 小学3～4年組

34 ｽｽﾞｷﾕｳﾀﾞｲ 鈴木 祐大 神奈川県 小学3～4年組

35 ﾊｷﾞｳﾀﾞｽﾐﾀｶ 萩生田 純宇 東京都 町田市立大蔵小学校 小学3～4年組

36 ｱｲﾊﾞﾕｳｽｹ 饗庭 佑亮 神奈川県 横浜市立みたけ台小学小学3～4年組

37 ﾅｶﾀﾞｲﾗﾊﾙﾋｻ 中平 晴久 東京都 世田谷区立花見堂小学小学3～4年組

38 ｵﾏﾀｼｭｳﾀﾛｳ 小俣 秀太郎 山梨県 吉田小学校 小学3～4年組

39 ｻｶｲｷﾖﾄ 酒井 基与斗 神奈川県 緑が浜小学校 小学3～4年組

40 ﾊｷﾞｳﾀﾞﾋﾛﾕｷ 萩生田 博之 東京都 町田市立大蔵小学校 小学3～4年組

41 ｶﾂｷﾀﾂﾔ 香月 竜矢 埼玉県 所沢市立　椿峰小学校小学3～4年組

42 ｳｴﾀﾞﾅﾅﾐ 植田 七海 長野県 松本市立　芳川小学校小学3～4年組

43 ﾐﾔｼﾀｼｭﾝ 宮下瞬 948670 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学5～6年組

44 ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ 久保響 925694 清里スキークラブ 清里小 小学5～6年組

45 ﾐｳﾗｼｭﾝ 三浦駿 948668 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学5～6年組

46 ｺﾊﾞﾔｼｼｭｳｾｲ 小林周聖 925696 清里スキークラブ 清里小 小学5～6年組

47 ﾔｷﾞｭｳｺｳﾍｲ 柳生耕平 923521 大泉SC 泉小 小学5～6年組

48 ﾐｳﾗﾀｯﾍﾟｲ 三浦竜平 925708 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学5～6年組

49 ｲﾉｳｴﾕｳｷ 井上雄揮 941469 富士吉田スキー連盟 吉田西小 小学5～6年組
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50 ﾊﾔﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 早野准平 申請中 富士吉田スキー連盟 忍野小 小学5～6年組

51 ﾀｶｷﾞﾏｻﾔ 高木雅也 923667 河口湖スキークラブ 河口湖船津小 小学5～6年組

52 ﾀｹｲｶﾂﾞﾄ 武井和津斗 933013 清里スキークラブ 清里小 小学5～6年組

53 ﾀｹｼﾀｼｭｳﾄ 竹下周杜 925949 甲府パラレルJr 梨大付属小 小学5～6年組

54 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 望月要 927666 RSTふじ 里垣小学校 小学5～6年組

55 ﾊﾀﾞｺｳﾀ 羽田航太 925704 富士吉田スキー連盟 河口湖大石小 小学5～6年組

56 ﾌﾙﾔﾘｭｳﾉｽｹ 古谷隆之介 941478 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学5～6年組

57 ﾋﾗﾉｼﾞｭﾝﾔ 平野潤也 935333 富士吉田スキー連盟 忍野小 小学5～6年組

58 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 堀内洋平 935334 富士吉田スキー連盟 吉田西小 小学5～6年組

59 ﾊﾅﾜﾏｻｷ 花輪真輝 925701 清里スキークラブ 高根西小 小学5～6年組

60 ﾏﾂﾓﾄﾔｽﾋﾃﾞ 松本泰英 923568 清里スキークラブ 清里小 小学5～6年組

61 ﾐｳﾗﾖｼﾋﾛ 三浦嘉大 935335 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学5～6年組

62 ｵﾊﾞﾀｹｼｵﾘ 尾畠詩織 933400 都留スキークラブ 都留スキークラブ 小学5～6年組

63 ｶｻｲｲﾂｷ 笠井樹 申請中 アトムスキークラブ 常永小 小学5～6年組

64 ｶｼﾞﾊﾗｼｮｳ 梶原聖 923663 河口湖スキークラブ 河口湖大石小 小学5～6年組

65 ｺﾊﾞﾔｼﾀｲｾｲ 小林泰聖 923571 清里スキークラブ 清里小 小学5～6年組

66 ｵｵﾇｷﾁﾄﾞｳ 大貫知道 933003 河口湖スキークラブ 河口湖船津小 小学5～6年組

67 ｶｼﾞﾊﾗｲｯｾｲ 梶原一誠 935330 富士吉田スキー連盟 西浜小 小学5～6年組

68 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 吉田中学 中学生組

69 ﾖﾀﾞｶﾂﾞｷ 依田一希 923688 山梨県小中体連 梨大付属中 中学生組

70 ｳﾁﾀﾞﾀﾂﾋﾛ 内田達大 925955 河口湖スキークラブ 河口湖北中 中学生組

71 ﾊﾀﾞﾞﾕｳｷ 羽田祐喜 923563 山梨県小中体連 河口湖北中 中学生組

72 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 堀内友博 923658 河口湖スキークラブ 下吉田中 中学生組

73 ｶﾔﾇﾏﾀﾂｷ 萱沼竜輝 941740 ホワイトエンジェル 下吉田中学 中学生組

74 ｼﾑﾗﾅｵｷ 志村直樹 923547 山梨県小中体連 下吉田中 中学生組

75 ﾃﾂﾞｶﾀｲ 手塚耐 923682 山梨県小中体連 白根御勅使中 中学生組

76 ｲｹﾀﾆﾀｹｼ 池谷健 923503 ホワイトエンジェル 明見中学 中学生組

77 ﾀｶﾊｼﾘｮｳﾀ 高橋 僚太 神奈川県 相模原市相原中学校 中学生組

78 ﾀﾑﾗﾏｻｷ 田村 雅輝 神奈川県 関東学院中学校 中学生組

79 ｽｽﾞｷﾖｳﾍｲ 鈴木 鷹平 東京都 安田学園中学校 中学生組

80 ｻｲｷﾀﾂﾋｺ 斎木 達彦 神奈川県 セントメリーズ　インター中学生組


