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1 緑31 久保　美海 ｸﾎﾞﾖｼﾐ パノラマスノーアカデミーSC 成年B

2 緑32 長田　雄司 ｵｻﾀﾞﾕｳｼﾞ RSTふじ 成年B

3 緑33 久保　瑞貴 ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 帝京第三高 少年

4 緑34 戸澤　和哉 ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 山梨学院大 成年A

5 緑35 牧井　大輝 ﾏｷｲﾀﾞｲｷ RSTふじ 成年A

6 緑36 戸澤　真志 ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 山梨学院大 成年A

7 緑37 山腰　洋樹 ﾔﾏｺｼﾋﾛｷ RSTふじ 成年C

8 緑38 広瀬　文吾 ﾋﾛｾﾌﾞﾝｺﾞ 峡東SC 成年B

9 緑39 有賀　章二 ｱﾘｶﾞｼｮｳｼﾞ TEAM Mt. 成年C

10 緑40 野村　正道 ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ スキーチームゼロ 成年C

11 緑41 宮田　星南 ﾐﾔﾀｾﾅ 下吉田中 中学１～2年

12 緑42 天野　大志 ｱﾏﾉﾀﾞｲｼ 山梨県立大 成年A

13 緑43 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 慶応義塾大 成年A

14 緑44 浅川　勝正 ｱｻｶﾜ　ｶﾂﾏｻ 清里スキークラブ 成年A

15 緑45 石水　良治 ｲｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳｼﾞ スキーチームゼロ 成年C

16 緑46 梶屋　貴史 ｶｼﾞﾔﾀｶｼ 富士吉田スキー連盟 成年B

17 緑47 稲波　秀晃 ｲﾅﾊﾞ　ﾋﾃﾞｱｷ 甲府工業高 少年

18 緑48 山内　勇輝 ﾔﾏｳﾁ　ﾕｳｷ 甲府西中学校 中学１～2年

19 緑49 依田　一希 ﾖﾀﾞｶｽﾞｷ 甲府西高校 少年

20 緑50 大久保　樹 ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 駿台甲府高 少年

21 緑51 窪田　友洋 ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 泉中 中学１～2年

22 緑52 堀内　友博 ﾎﾘｳﾁﾄﾓﾋﾛ 富士河口湖高校 少年

23 緑53 望月　勝 ﾓﾁﾂﾞｷﾏｻﾙ RSTふじ 成年C

24 緑54 坂本　駿 ｻｶﾓﾄ　ｼｭﾝ RFKスキークラブ 成年A

25 緑55 樋田　晃治 ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年C

26 緑56 幡野　敬明 ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ TEAM Mt. 成年C

27 緑57 曽田　英介 ｿﾀﾞｴｲｽｹ 富士吉田スキー連盟 成年C

28 緑58 三浦　竜平 ﾐｳﾗﾀｯﾍﾟｲ 西浜中 少年

29 緑59 久保　響 ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ 高根中 少年

30 緑60 小口　恭平 ｵｸﾞﾁｷｮｳﾍｲ 南稜スキークラブ 成年B

31 緑61 清水　成美 ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 南稜スキークラブ 成年C

32 緑62 望月　要 ﾓﾁﾂﾞｷｶﾅﾒ 甲府東中学校 少年

33 緑63 青柳　昌志 ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 南稜スキークラブ 成年A

34 緑64 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾂﾖｼ 南稜スキークラブ 成年C

35 緑65 桂原　慎治 ｶﾂﾗﾊﾗｼﾝｼﾞ RSTふじ 成年C
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36 緑66 小澤　宏史 ｵｻﾞﾜﾋﾛｼ 河口湖スキークラブ 成年C

37 緑67 横内　進一郎 ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 白根御勅使中 中学１～2年

38 緑68 松本　虎衛門 ﾏﾂﾓﾄ　ﾄﾗｴﾓﾝ 富士学苑中 少年

39 緑69 仮屋園　純平 ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 吉田中 中学１～2年

40 緑70 奥山　徹 ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 山梨県庁スキークラブ 成年C

41 緑71 田中　康生 ﾀﾅｶﾐﾁｵ TEAM Mt. 成年C

42 緑72 萱沼　一雄 ｶﾔﾇﾏｶｽﾞｵ 富士吉田スキー連盟 成年C

43 緑73 中川　浩 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾋﾛｼ 富士吉田スキー連盟 成年C

44 緑74 森　友城 ﾓﾘ　ﾕｳｷ 日大明誠高校 少年

45 緑75 鮫島　亮輔 ｻﾒｼﾏ　ﾘｮｳｽｹ 日大明誠高校 少年

46 緑76 武藤　雅季 ﾑﾄｳ　ﾏｻｷ 日大明誠高校 少年

47 緑77 矢代　遼 ﾔｼﾛ　ﾘｮｳ 日大明誠高校 少年

48 緑78 倉澤　公弘 ｸﾗｻﾜｷﾐﾋﾛ 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年C

49 緑79 松井　雄大 ﾏﾂｲ　ﾕｳﾀﾞｲ 日大明誠高校 少年

50 緑80 野澤　徹也 ﾉｻﾞﾜﾃﾂﾔ RSTふじ 成年A

51 緑81 朝古　和馬 ｱｻｺｶｽﾞﾏ 高根中 中学１～2年

52 緑82 志村　雅樹 ｼﾑﾗﾏｻｷ 南稜スキークラブ 成年C

53 緑83 木戸　太一 ｷﾄﾞﾀｲﾁ 泉中 中学１～2年

54 緑84 白鳥　雅人 ｼﾗﾄﾘ　ﾏｻﾄ 日大明誠高校 少年

55 緑85 出羽　忍 ﾃﾞﾜ　ｼﾞﾝ 高根中 中学１～2年

56 緑86 関根　嘉利 ｾｷﾈ　ﾖｼﾄｼ 吉田中 中学１～2年

57 緑87 曽我部　滉也 ｿｶﾞﾍﾞ　ｺｳﾔ 日大明誠高校 少年

58 緑88 中西　裕 ﾅｶﾆｼ　ﾕｳ 日大明誠高校 少年

59 緑89 大久保海 ｵｵｸﾎﾞｶｲ 日大明誠高校 少年

60 緑90 平山拓弥 ﾋﾗﾔﾏﾀｸﾔ 日大明誠高校 少年

61 緑91 後藤慶太 ｺﾞﾄｳｹｲﾀ 日大明誠高校 少年

62 緑92 志村和真 ｼﾑﾗｶｽﾞﾏ 浅川中 中学１～2年

63 緑93 武井啓 ﾀｹｲﾋﾗｸ 浅川中 中学１～2年

64 緑94 天川亮 ﾃｶﾜﾘｮｳ 浅川中 中学１～2年

65 緑95 武井　亮一 ﾀｹｲ　ﾘｮｳｲﾁ 甲府東高校 少年


