
男子 No1

色 No 1st 2nd 合計

緑 51 984331 三好 康陽 ﾐﾖｼ ﾔｽｱｷ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 52 1000548 眞田 尚斗 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾄ 下吉田第一小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 53 984808 小田 胤喜 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 54 福田 会 ﾌｸﾀﾞ ｶｲ 埼玉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小4-6

緑 55 988882 渡井 陽斗 ﾜﾀｲ ｱｷﾄ 東桂小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 56 977391 深澤 亮 ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高根清里小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 57 983681 立岩 岳 ﾀﾃｲﾜ ﾀｹﾙ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 58 添野 開仁 ｿｴﾉ ｶｲﾄ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小4-6

緑 59 974916 澤海 樹 ｿｳﾐ ｲﾂｷ 泉小 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 60 996923 小林 已布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 石和西小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 61 971009 中村 瑛太 ﾅｶﾑﾗ ｴｲﾀ 船津小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 62 森田 哲矢 ﾓﾘﾀ ﾃﾂﾔ 群馬県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小4-6

緑 63 中川 瑞樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 小4-6

緑 64 鳥居 俊介 ﾄﾘｲ ｼｭﾝｽｹ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 中学生

緑 65 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

緑 66 小田切 拓磨 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 中学生

緑 67 960240 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 泉中 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 68 984642 山口 大貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 中学生

緑 69 960243 高橋 祐将 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 中学生

緑 70 960256 横内 亮太郎 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀﾛｳ 白根御勅使中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 71 960244 高橋 陽平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 中学生

緑 72 980105 緑川 柊麻 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｭｳﾏ 甲陵中学校 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 73 990487 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 中学生

緑 74 中田 優 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 埼玉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 75 瀬戸 伸顕 ｾﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 76 齋藤 扶知雄 ｻｲﾄｳ ﾌｼﾞｵ 千葉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 77 栗田 嘉也 ｸﾘﾀ ﾖｼﾔ 東京都 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 78 小原 邦夫 ｵﾊﾗ ｸﾆｵ 長野県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 79 千葉 丈雄 ﾁﾊﾞ ﾀｹｵ 愛知県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 80 浅輪 景一 ｱｻﾜ ｹｲｲﾁ 神奈川県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 81 927049 小澤 宏史 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 河口湖ｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 45-54

緑 82 岡部 哲也 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 83 455681 清水 雄司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 35-44
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緑 84 小島 弘幸 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 35-44

緑 85 内島 将好 ｳﾁｼﾞﾏ ﾏｻﾖｼ 埼玉県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 35-44

緑 86 15423 日向 学 ﾋﾅﾀ ﾏﾅﾌﾞ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 35-44

緑 87 967642 小川 秋人 ｵｶﾞﾜ ｼｭｳﾄ ひまわりスキークラブ ﾋﾏﾜﾘｽｷｰｸﾗﾌﾞ 26-34

緑 88 牧井 将 ﾏｷｲ ﾏｻｼ 山梨県 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 26-34

緑 89 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 26-34

緑 90 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 高-25

緑 91 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 高-25

緑 92 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 高-25

緑 93 965616 出羽 忍 ﾃﾞﾜ ｼﾞﾝ 北杜高 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高-25
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