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1 960256 横内 亮太郎 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 白根御勅使中 120.54 66.77 187.57 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

2 987056 藤田 大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 高根西小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

3 942564 大久保 樹 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 駿河台大学 67.1 28.49 77.84 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

4 947864 横内 進一郎 ﾖｺｳﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 山梨学院大付属高 120.23 49.22 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

5 947868 窪田 友洋 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 北杜高 53.31 28.13 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

6 965616 出羽 忍 ﾃﾞﾜ ｼﾞﾝ 北杜高 139.7 187.71 238.39 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

7 26317 丸山 正視 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 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

8 971009 中村 瑛太 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 船津小学校 222.96 362.68 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ

9 980125 林 幸弘 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 日本大学明誠高等学校 441.16 334.89 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

10 987087 内田 芳生 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼｷ 日本大学明誠高等学校 369.13 219.42 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

11 987093 越野 将弥 ｺｼﾉ ﾏｻﾔ 日本大学明誠高等学校 166.95 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

12 987095 土田 優雅 ﾂﾁﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 日本大学明誠高等学校 317.1 272.65 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

13 987097 野田 主樹 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 日本大学明誠高等学校 412.35 196.55 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

14 987099 三ツ矢 匠 ﾐﾂﾔ ﾀｸﾐ 日本大学明誠高等学校 161.13 ｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰｾﾝﾓﾝﾌﾞ

15 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

16 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

17 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

18 107822 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ RSTふじ 87.15 125.98 ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ

19 901471 野澤 徹也 ﾉｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ RSTふじ 263.08 ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ

20 984642 山口 大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 一宮中学校 118.44 ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ

21 申請中 内藤 康成 ﾅｲﾄｳ ｺｳｾｲ 市川高校 261.75 ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ

22 990487 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 中富中学校 115.89 73.99 ｱｰﾙｴｽﾃｨｰﾌｼﾞ

23 142127 石水 良治 ｲｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｼﾞ スキーチームゼロ 43.35 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

24 330031 野村 正道 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ スキーチームゼロ 64.83 58.76 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

25 944383 山内 勇輝 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 山梨学院大学付属高校 36.77 10.02 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ

26 960240 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 泉中学校 273.58 146.16 281.89 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ

27 100656 田中 康生 ﾀﾅｶ ﾐﾁｵ TEAM Mt. 157.21 188.78 ﾁｰﾑ ｴﾑﾃｨｰ

28 974923 坂本 瑛紀 ｻｶﾓﾄ ｴｲｷ 北杜高校 164.6 117.97 ﾂｳﾓﾛｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ

29 911200 青柳 昌志 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻｼ 南稜スキークラブ 296.89 65.53 121.85 ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

30 935138 小口 恭平 ｵｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 南稜スキークラブ 132.89 ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

31 75629 清水 成美 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 南稜スキークラブ 131.95 112.77 113.98 ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

32 102535 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 南稜スキークラブ 163.81 189.78 ﾅﾝﾘｮｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ

33 977954 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 吉田西小 202.58 155.37 55.01 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

34 84206 曽田 英介 ｿﾀﾞ ｴｲｽｹ 富士吉田スキー連盟 155.2 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

35 948662 堀江 陸 ﾎﾘｴ ﾘｸ 駿台甲府中 194.24 75.17 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

36 951053 梶屋 貴史 ｶｼﾞﾔ ﾀｶﾌﾐ 富士吉田スキー連盟 24.59 48.64 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

37 994773 永井 宏和 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｶｽﾞ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ

38 召田 積技 メスダ ツムギ 長野県 デジエントリー

39 吉澤 勇人 ヨシザワ ユウト 長野県 デジエントリー

40 岡崎 真也 オカザキ マサヤ 奈良県 デジエントリー
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41 阿部 祐三 アベ ユウゾウ SNOW�EARNEST デジエントリー

42 岡崎 真人 オカザキ マコト 奈良県 デジエントリー

43 沼田 雅人 ヌマタ マサト 神奈川県 デジエントリー

44 大越 進 オオコシ ススム 東京都 デジエントリー

45 岡部 哲也 オカベ テツヤ 東京都 デジエントリー

46 斉藤 英樹 サイトウ ヒデキ リーゼン デジエントリー

47 高野 秀明 タカノ ヒデアキ 長野県 デジエントリー

48 上野 淳一 ウエノ ジュンイチ 輪島市シルバートライ デジエントリー

49 安福 稔 ヤスフク ミノル 神戸レーシング デジエントリー

50 村山 隆行 ムラヤマ タカユキ 千曲スキークラブ デジエントリー


