
2013.1.14 SL選手権
No, 所属団体名称 ﾌﾘｶﾞﾅ氏名 漢字氏名

SAJ会員番
号

学校名
(学生のみ)

クラス

エントリーリスト

1 大泉スキークラブ ﾐﾂｲﾋﾛﾑ 三井裕夢 960249 泉小 K0

2 大泉スキークラブ ﾀｶﾊｼﾕｳｽｹ 高橋祐将 960243 泉小 K0

3 大泉スキークラブ ﾀｶﾊｼﾖｳﾍｲ 高橋陽平 960244 泉小 K0

4 大泉スキークラブ ｱｻｶﾜﾖｳﾀ 浅川耀太 960240 泉小 K0

5 大泉スキークラブ ﾀｶﾐｻﾞﾜﾄﾓｷ 高見澤朋生 960245 泉小 K0

6 清里スキークラブ ﾏｽｲﾖｼﾋﾃﾞ 増井佳秀 967594 武川小 K0

7 清里スキークラブ ﾖｺｳﾁﾘｮｳﾀﾛｳ 横内亮太郎 960256 白根百田小 K0

8 河口湖スキークラブ ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 坂本竜一 941739 河口湖小立小 K1

9 富士吉田スキー連盟 ﾎﾘｴﾘｸ 堀江陸 948662 山梨学院小 K1

10 小中体連スキー専門部 ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 仮屋園純平 948664 吉田中 K2

11 小中体連スキー専門部 ﾃﾞﾜｼﾞﾝ 出羽忍 965616 高根中 K2

12 小中体連スキー専門部 ﾔﾏｳﾁﾕｳｷ 山内勇輝 944383 甲府西中 K2

13 小中体連スキー専門部 ｼﾑﾗｶｽﾞﾏ 志村和真 976391 浅川中 K2

14 小中体連スキー専門部 ﾀｹｲﾋﾗｸ 武井啓 976390 浅川中 K2

15 小中体連スキー専門部 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 窪田友洋 947868 泉中 K2

16 小中体連スキー専門部 ﾐﾔﾀｾﾅ 宮田星南 948671 下吉田中 K2

17 小中体連スキー専門部 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 横内進一郎 947884 白根御勅使中 K2

18 小中体連スキー専門部 ｾｷﾈﾖｼﾄｼ 関根嘉利 971422 吉田中 K2

19 小中体連スキー専門部 ｷﾄﾞﾀｲﾁ 木戸太一 960241 泉中 K2

20 小中体連スキー専門部 ﾏﾂﾓﾄﾄﾗｴﾓﾝ 松本虎衛門 966883 冨士学苑中 K2

21 小中体連スキー専門部 ｸﾎﾞﾀﾋﾋﾞｷ 久保響 925694 高根中 K2

22 小中体連スキー専門部 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 望月要 927666 甲府東中 K2

23 山梨県高体連スキー専門部 ﾋﾗﾔﾏﾀｸﾔ 平山拓弥 976266 日大明誠高校 ジュニア

24 清里スキークラブ ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 大久保樹 942564 駿台甲府高 ジュニア

25 清里スキークラブ ｲﾅﾊﾞﾋﾃﾞｱｷ 稲波秀晃 958231 甲府工業高 ジュニア

26 山梨県高体連スキー専門部 ｺﾞﾄｳｹｲﾀ 後藤慶太 976267 日大明誠高校 ジュニア

27 山梨県高体連スキー専門部 ｵｵｸﾎﾞｶｲ 大久保海 976268 日大明誠高校 ジュニア

28 甲府パラレルJr ヨダカズキ 依田一希 923688 甲府西高校 ジュニア

29 山梨県高体連スキー専門部 ｼﾗﾄﾘﾏｻﾄ 白鳥雅人 971432 日大明誠高校 ジュニア

30 山梨県高体連スキー専門部 ﾑﾄｳﾏｻｷ 武藤雅季 971434 日大明誠高校 ジュニア

31 山梨県高体連スキー専門部 ｿｶﾞﾍﾞｺｳﾔ 曽我部滉也 971433 日大明誠高校 ジュニア

32 河口湖スキークラブ ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 堀内友博 923658 富士河口湖高校 ジュニア

33 山梨県高体連スキー専門部 ﾏﾂｲﾕｳﾀﾞｲ 松井雄大 965365 日大明誠高校 ジュニア

34 山梨県高体連スキー専門部 ｻﾏｼﾏﾘｮｳｽｹ 鮫島亮輔 965638 日大明誠高校 ジュニア

35 山梨県高体連スキー専門部 ﾅｶﾆｼﾕｳ 中西裕 965633 日大明誠高校 ジュニア

36 清里スキークラブ ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 久保瑞貴 923585 帝京第三高 ジュニア

37 山梨県高体連スキー専門部 ﾓﾘﾕｳｷ 森友城 965631 日大明誠高校 ジュニア

38 山梨県高体連スキー専門部 ﾔｼﾛﾘｮｳ 矢代遼 965636 日大明誠高校 ジュニア

39 南稜スキークラブ ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 青柳昌志 911200 成年A

40 RSTふじ マキイダイキ 牧井大輝 899130 成年A

41 RFKスキークラブ サカモトシュン 坂本駿 911266 成年A

42 富士吉田スキー連盟 ｿﾀﾞｴｲｽｹ 曽田英介 84206 成年C

43 TEAM Mt. ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ 幡野敬明 109996 成年C

44 ラビッツスキークラブ ﾎｼｹｲｽｹ 星恵介 946579 成年C

45 南稜スキークラブ ｼﾑﾗﾏｻｷ 志村雅樹 885495 成年C

46 富士吉田スキー連盟 ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ 結城光保 35564 成年C

47 南稜スキークラブ ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 清水成美 075629 成年C

48 ラビッツスキークラブ ﾐﾂｲｱｽﾞｻ 三井梓 965623 成年C

49 南稜スキークラブ ﾜﾀﾅﾍﾞﾂﾖｼ 渡辺剛 102535 成年C

50 TEAM Mt. ﾀﾅｶﾐﾁｵ 田中康生 100656 成年C


