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色 No 1st 2nd 合計

青 31 996523 熊野御堂 健 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｹﾝ 高根東小 ｷﾖｻﾄSC 小4-6

青 32 984808 小田 胤喜 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 泉小 ﾋﾏﾜﾘ 小4-6

青 33 990586 矢野 康太郎 ﾔﾉ ｺｳﾀﾛｳ 山梨学院小 ｷﾖｻﾄSC 小4-6

青 34 申請中 米田 壮穂 ﾖﾈﾀ ｱｷﾎ サンキッズ ｻﾝﾒﾄﾞｳｽﾞ 小4-6

青 35 977954 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 吉田中 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 中学生

青 36 980105 緑川 柊麻 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｭｳﾏ 甲陵中学校 ｷﾖｻﾄSC 中学生

青 37 974924 堀内 建登 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝﾄ 吉田中 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 中学生

青 38 坂本 良太 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 中学生

青 39 1012945 渡邉 大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾀﾞｲﾁ 上条中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 40 974919 上田 夏輝 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 駿台甲府中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 41 996923 小林 已布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 駿台甲府中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

青 42 三島 由一 ﾐｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 61以上

青 43 916632 鷲見 浩平 ｽﾐ ｺｳﾍｲ 河口湖スキークラブ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 61以上

青 44 38867 広瀬 敏夫 ﾋﾛｾ ﾄｼｵ 河口湖スキークラブ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 61以上

青 45 國枝 宏之 ｸﾆｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ スポーツアルペンSC ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

青 46 高橋 昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ ポールスターSC ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

青 47 9004703 杉岡 勝人 ｽｷﾞｵｶ ﾏｻﾄ RSTふじ RSTﾌｼﾞ 55-60

青 48 久田 悟 ﾋｻﾀﾞ ｻﾄﾙ MS　Racing ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

青 49 小永井 徹 ｺﾅｶﾞｲ ﾄｵﾙ 東京都スキー連盟 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

青 50 岡部 哲也 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂﾔ ファーストスキークラブ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

青 51 1004013 近藤 豊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 45-54

青 52 330030 倉澤 公弘 ｸﾗｻﾜ ｷﾐﾋﾛ 甲府パラレルS.C. ｺｳﾌﾊﾟﾗﾚﾙS.C. 45-54

青 53 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S.C. 45-54

青 54 千葉 丈雄 ﾁﾊﾞ ﾀｹｵ MSレーシング ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

青 55 927049 小澤 宏史 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 河口湖スキークラブ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 45-54

青 56 150594 矢野 誠 ﾔﾉ ﾏｺﾄ 都留スキークラブ ﾂﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 45-54

青 57 石塚 元 ｲｼﾂﾞｶ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 35-44

青 58 新田 知秀 ﾆｯﾀ ﾄﾓﾋﾃﾞ 埼玉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 35-44

青 59 455681 清水 雄司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ RSTふじ RSTﾌｼﾞ 35-44

青 60 坂本 勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 26-34

青 61 911200 青柳 昌志 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｼ 南陵ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高-25

青 62 984642 山口 大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 甲府工業高校 RSTﾌｼﾞ 高-25

青 63 990487 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 身延高校 RSTﾌｼﾞ 高-25
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