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選手名 ヨミガナ 所属名 SAY SL SAY GS SAY SG
エントリー

クラブ

1 107822 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ RSTふじ 180.33 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ

2 994281 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 身延高校 121.92 37.3 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ

3 455681 清水 雄司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ RSTふじ 6.4 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ

4 1036462 渡辺 武紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 甲斐清和高校 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ

5 1009705 川嶋 琉誠 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 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

6 1032696 川村 龍太 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 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

7 1032698 竹前 ケンゾウ ﾀｹﾏｴ ｹﾝｿﾞｳ 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

8 1032955 藤原 剣信 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾝ 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

9 1031542 渡邉 颯太郞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ 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

10 980105 緑川 柊麻 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｭｳﾏ 甲陵高校 151.98 103.6 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

11 1009766 葛城 統椰 ｶﾂﾗｷﾞ ﾄｳﾔ 下吉田中 ﾔﾏﾅｼｹﾝｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

12 1000548 眞田 尚斗 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾄ 下吉田中 350.48 192.24 ﾔﾏﾅｼｹﾝｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

13 988882 渡井 陽斗 ﾜﾀｲ ｱｷﾄ 下吉田中 432.92 324.4 ﾔﾏﾅｼｹﾝｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

14 996523 熊野御堂 健 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｹﾝ 高根中 483.99 397.5 ﾔﾏﾅｼｹﾝｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

15 996923 小林 巳布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 駿台甲府中 482.33 228.18 ﾔﾏﾅｼｹﾝｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

16 3023575 西畑 澪 ﾆｼﾊﾀ ﾚｲ 勝山中 250.55 ﾔﾏﾅｼｹﾝｼｮｳﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾚﾝﾒｲｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

17 122665 有賀 章二 ｱﾘｶﾞ ｼｮｳｼﾞ ＴＥＡＭ　Ｍｔ． ﾁｰﾑｴﾑﾃｨｰﾄﾞｯﾄ

18 1031881 小澤 浩司 ｵｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ ＴＥＡＭ　Ｍｔ． ﾁｰﾑｴﾑﾃｨｰﾄﾞｯﾄ

19 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

20 947864 横内 進一郎 ﾖｺｳﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 國學院大學 150.29 78.3 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21 942564 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 駿河台大学 111.8 60.66 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

22 944854 森山 文彦 ﾓﾘﾔﾏ ﾌﾐﾋｺ 清里スキークラブ ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

23 1028626 坂本 勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 清里スキークラブ ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

24 960256 横内 亮太郎 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 北杜高 60.27 34.62 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

25 1010043 菅谷 新汰 ｽｶﾞﾔ ｱﾗﾀ 高根東小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

26 960240 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 北杜高校 181.32 79.04 ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ

27 申請中 有泉 雅章 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 河口湖スキークラブ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ

28 1012945 渡邉 大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 駿台甲府高 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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29 1011608 上田 桂瑚 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 山中小 466.07 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ

30 899135 山下 桂 ﾔﾏｼﾀ ｹｲ 峡東ＳＣ ｷｮｳﾄｳ ｽｷｰ ｸﾗﾌﾞ

31 123916 林野 茂樹 ﾘﾝﾉ ｼｹﾞｷ 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

32 18994 奥山　 徹 ｵｸﾔﾏ ﾄｵﾙ 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

33 984323 赤池 翼 ｱｶｲｹ ﾂﾊﾞｻ 山梨県庁スキークラブ 211.37 ﾔﾏﾅｼｹﾝﾁｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

34 911200 青柳 昌志 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｼ 南稜ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 285.67 92.53 ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

35 75629 清水 成美 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 南稜ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

36 102535 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 南稜ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

37 977954 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 山梨学院高等学校 253.23 168.52 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

38 948662 堀江 陸 ﾎﾘｴ ﾘｸ 信州大学 242.8 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

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

40 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

41 84206 曽田 英介 ｿﾀﾞ ｴｲｽｹ 富士吉田スキー連盟 194 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

42 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

43 1004641 藤原 嶺馬 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾏ 都留スキークラブ ﾂﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ

44 1001828 金谷 幸宣 ｶﾅﾔ ﾕｷﾑﾗ 泉小学校 738.11 507.64 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ

45 996459 小林 昊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 泉小学校 417.03 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ

46 楜澤 桜太 ｸﾙﾐｻﾜ ｵｳﾀ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

47 ブラウン 龍 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾘｭｳ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

48 滝沢 宗平 ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

49 辻ノ内 康行 ﾂｼﾞﾉｳﾁ ﾔｽﾕｷ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

50 山登 正貴 ﾔﾏﾄ ﾏｻｷ ファインファースト ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

51 志賀 悟史 ｼｶﾞ ｻﾄｼ 上尾ARC ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

52 西脇 吉次 ﾆｼﾜｷ ﾖｼﾂｸﾞ FIRE ROSE RACING ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

53 横手 和男 ﾖｺﾃ ｶｽﾞｵ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

54 井上 和彦 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｺ ファインファースト ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

55 内島 將好 ｳﾁｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 本庄市スキークラブ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

56 北川 斉 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾄｼ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ
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57 太田 亮久 ｵｵﾀ ｱｷﾋｻ 御代田ＳＣ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

58 大越 進 ｵｵｺｼ ｽｽﾑ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

59 高野 秀明 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

60 伏見 好史 ﾌｼﾐ ﾖｼﾌﾐ ホワイトスキークラブ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

61 吉川 弘 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ デシエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

62 上野 淳一 ｳｴﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 輪島市シルバートライ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ

63 武石 博晃 ﾀｹｲｼ ﾋﾛｱｷ 長野市SC ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ


