第７７回国民体育大会冬季大会スキー競技会山梨県予選・選考会
スタートリスト
男子
bibNo

No1
SAJ会員番号

色 No

氏名

カナ

所属名

エントリークラブ

クラス

緑 51 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

成年C

緑 52 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

成年C

峡東ＳＣ

ｷｮｳﾄｳ ｽｷｰ ｸﾗﾌﾞ

成年C

緑 53 899135

山下 桂

ﾔﾏｼﾀ ｹｲ

緑 54 142127 石水 良治 ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ

スキーチーム

緑 55

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

成年C

緑 56 1045262 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

成年C

緑 57 989683 夜山 圭志 ﾖﾔﾏ ｹｲｼ

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C

緑 58 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

成年B

緑 59 1028626 坂本 勝

清里スキークラブ

ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

成年B

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

成年B

緑 61 923639 藤原 颯大 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾀ

清里スキークラブ

ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

成年B

緑 62 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'

成年B

緑 63 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'

成年B

緑 64 994281

山梨学院大学 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ

成年A

緑 65 960240 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ

大東文化大学 ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ'

成年A

緑 66 942564 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ

清里スキークラブ

ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

成年A

信州大

ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

成年A

緑 68 944383 山内 勇輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ

山梨学院大学 ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ

成年A

緑 69 1041196 三ツ矢 匠 ﾐﾂﾔ ﾀｸﾐ

都留スキークラブ

18994 奥山

緑 60 984323

緑 67 948662

徹 ｵｸﾔﾏ ﾄｵﾙ

ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ

望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ

堀江 陸

ﾎﾘｴ ﾘｸ

ゼロ

ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ 成年C

ﾂﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 成年A

緑 70 977954 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 山梨学院高

ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

少年

緑 71 998117 青栁 凜太朗 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ

駿台甲府高等学校

ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

少年

緑 72 996923 小林 已布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 駿台甲府高

ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ

少年

緑 73 988882 渡井 陽斗 ﾜﾀｲ ｱｷﾄ

ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ

少年

緑 74 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

少年

緑 75 1000548 眞田 尚斗 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾄ

ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ

少年

緑 76 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 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

少年

緑 77 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

少年

緑 78 1032696 川村 龍太 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾀ

日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

少年

緑 79 1032955 藤原 剣信 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾝ

日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

少年

緑 80 1032954 高橋 延之 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ

日本大学明誠高等学校 ﾔﾏﾅｼｹﾝｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

少年

下吉田中

吉田高

タイム

順位

