
男子 No1

色 No

青 21 137742 久保 美海 ｸﾎﾞ ﾖｼﾐ パノラマスノーアカデミースキークラブ ﾊﾟﾉﾗﾏｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ 0.00 成年C

青 22 455681 清水 雄司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 25.58 成年C

青 23 128023 広瀬 文吾 ﾋﾛｾ ﾌﾞﾝｺﾞ 峡東ＳＣ ｷｮｳﾄｳ 38.26 成年C

青 24 142127 石水 良治 ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ スキーチームゼロ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 43.35 成年C

青 25 330031 野村 正道 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ スキーチームゼロ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 64.83 成年C

青 26 107822 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 87.15 成年C

青 27 111701 樋田 晃治 ﾄｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 甲府パラレルS.C. ｺｳﾌﾊﾟﾗﾚﾙｽｷ-ｸﾗﾌﾞ 129.63 成年C

青 28 899139 田中 嘉一郎 ﾀﾅｶ ｶｲﾁﾛｳ 甲府パラレルS.C. ｺｳﾌﾊﾟﾗﾚﾙｽｷ-ｸﾗﾌﾞ 160.73 成年C

青 29 951053 梶屋 貴史 ｶｼﾞﾔ ﾀｶﾌﾐ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 24.59 成年B

青 30 911266 坂本 駿 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝ ＲＦＫスキークラブ ｱｰﾙｴﾌｹｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 76.49 成年B

青 31 984323 赤池 翼 ｱｶｲｹ ﾂﾊﾞｻ 山梨県庁スキークラブ ﾔﾏﾅｼｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 108.69 成年B

青 32 980124 橋本 拓 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸ 高体連スキー専門部 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 成年B

青 33 923639 藤原 颯大 ﾌｼﾞﾊﾗ ｿｳﾀ 近畿大学 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 6.00 成年A

青 34 923614 戸澤 和哉 ﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ ひまわりスキークラブ ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ 21.28 成年A

青 35 923615 戸澤 真志 ﾄｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ ひまわりスキークラブ ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ 22.28 成年A

青 36 942564 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 駿河台大学 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 28.49 成年A

青 37 935334 堀内 洋平 ﾎﾘｳﾁ ﾖｳﾍｲ 駒沢大学 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 58.74 成年A

青 38 911200 青柳 昌志 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｼ 南稜ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 65.53 成年A

青 39 911210 小林 哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 成年A

青 40 944383 山内 勇輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 山梨学院大学付属高校 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 10.02 少年

青 41 947868 窪田 友洋 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 北杜高 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 28.13 少年

青 42 947864 横内 進一郎 ﾖｺｳﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山梨学院大付属高 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 49.22 少年

青 43 948662 堀江 陸 ﾎﾘｴ ﾘｸ 駿台甲府高 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 75.17 少年

青 44 987099 三ツ矢 匠 ﾐﾂﾔ ﾀｸﾐ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 161.13 少年

青 45 987093 越野 将弥 ｺｼﾉ ﾏｻﾔ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 166.95 少年

青 46 965616 出羽 忍 ﾃﾞﾜ ｼﾞﾝ 北杜高 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 187.71 少年

青 47 987097 野田 主樹 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 196.55 少年

青 48 987087 内田 芳生 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼｷ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 219.42 少年

青 49 申請中 内藤 康成 ﾅｲﾄｳ ｺｳｾｲ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ 261.75 少年

青 50 987095 土田 優雅 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 272.65 少年

青 51 979834 小池 嶺 ｺｲｹ ﾘｮｳ 甲陵高校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 少年

青 52 993907 西谷 優作 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｻｸ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 少年

青 53 993896 北島 拓斗 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 少年
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青 54 999115 山村 和輝 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｷ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 少年

青 55 993895 岸田 凌 ｷｼﾀﾞ ﾘｮｳ 日本大学明誠高等学校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 少年

青 56 977491 佐々木 章人 ｻｻｷ ｱｷﾋﾄ 甲陵高校 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ 少年
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