
国体予選・中学選手権エントリーリスト 平成20年12月20日現在

整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ氏名 氏名 会員番号 SAJ会員登録団体 生年月日  学校名(学生のみ) クラス 学年 競技者登録先
1 ｲﾜﾏﾕｲ 岩間優衣 923602 小中体連 H5.8.14 高根中学校 中学生 中学選手権 清里SC
2 ｶﾜｼﾏﾊﾙ 川嶋晴 923579 山梨県小中体連 H7.5.19 高根中 中学生 中学選手権 清里スキークラブ
3 ｶﾜｼﾏﾕｳ 川嶋邑 923694 山梨県小中体連 H5.8.11 高根中 中学生 中学選手権 清里スキークラブ
4 ｺﾊﾞﾔｼｱｶﾈ 小林朱音 923676 山梨県小中体連 H8.1.5 淺川中 中学生 中学選手権 ジャポップ
5 ｻｲﾄｳｶﾎ 斉藤果歩 923631 山梨県小中体連 H7.11.9 富竹中 中学生 中学選手権 ひまわり
6 ｼｵｻﾞﾜｱﾕﾐ 塩沢歩 953078 小中体連 H8.3.19 御坂中学校 中学生 中学選手権 小中体連
7 ｼﾝﾄﾞｳﾘﾎ 進藤里穂 923618 山梨県小中体連 H5.7.18 長坂中 中学生 中学選手権 ひまわり
8 ｽｽﾞｷﾐﾅ 鈴木美菜 953076 小中体連 H7.6.1 御坂中学校 中学生 中学選手権 小中体連
9 ﾊｲﾊﾞﾗｽｽﾞﾅ 埴原鈴菜 943481 小中体連 H7.1.8 御坂中学校 中学生 中学選手権 小中体連
10 ﾏﾂﾓﾄﾁｻ 松本千沙 923680 山梨県小中体連 H6.8.13 梨大付属中 中学生 中学選手権 清里スキークラブ
11 ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷｺ 渡辺暁子 923496 ホワイトエンジェル H7.8.9 山梨学院大学付属中学校 中学生 中学選手権 ホワイトエンジェル
12 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾁｻﾄ 柳澤知里 918834 高体連 H4.4.30 東海大甲府高 少年 1 高体連
13 ｱﾏﾉﾙﾅ 天野瑠南 911260 河口湖スキークラブ H4.12.23 富士河口湖高校 少年 河口湖スキークラブ

14 ｲｹﾀﾆﾌﾐｶ 池谷文花 911293 ホワイトエンジェル H3.6.28 富士北稜高校 少年 ホワイトエンジェル
15 ｸﾎﾞｼｮｳｺ 久保翔子 911203 高体連 H4.11.11 北杜高 少年 清里スキークラブ
16 ｻﾉﾏﾐｷ 佐野間美樹 911233 高体連 H4.2.15 東海大甲府高 少年 2 高体連
17 ｼﾐｽﾞｱｵｲ 清水葵 911302 甲府パラレルJr H4.4.7 甲府南高校 少年 1 甲府パラレルJr
18 ﾀﾅｶｱﾐ 田中亜美 911269 山梨県高体連 H4.11.16 北杜高 少年 1 ひまわり
19 ﾎｻｶｱｻﾐ 保坂朝海 933410 清里スキークラブ H4.6.29 甲府西高 少年 清里スキークラブ
20 ﾏﾂﾓﾄｻｷ 松本沙樹 911300 清里スキークラブ H3.11.17 山梨学院付属高 少年 清里スキークラブ
21 ﾐﾔｼﾀﾏﾘｶ 宮下麻里香 911216 高体連 H3.7.16 吉田高 少年 富士吉田スキー連盟

22 ﾔｷﾞｭｳﾐｶｺ 柳生実可子 923520 大泉SC H5.11.27 甲陵中学校 中学生 中3組 大泉SC
23 ﾜﾀﾅﾍﾞﾐｷ 渡辺未来 925689 高体連 H2.5.19 富士北稜高校 少年 富士吉田スキー連盟

24 ｱｵﾔｷﾞﾏﾐ 青柳真美 901477 南稜スキークラブ H1.12.2 南稜スキークラブ 成年A 南稜スキークラブ
25 ｱﾘｲｽﾞﾐﾐﾎ 有泉美穂 150707 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S60.9.28 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 成年A ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
26 ｲｹﾀﾆﾕｷﾉ 池谷雪乃 901486 富士吉田スキー連盟 H2.1.7 富士吉田スキー連盟 成年A 富士吉田スキー連盟

27 ｲﾉｳｴｶﾅｺ 井上香菜子 912688 学連 H1.11.29 武庫川女子大学 成年A ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
28 ｵｻﾉﾕｲ 小佐野由衣 885603 富士吉田スキー連盟 ####### 富士吉田スキー連盟 成年A 富士吉田スキー連盟

29 ｺﾞﾝｼｮｳﾖｼﾐ 權正好美 885600 富士吉田スキー連盟 S63.9.2 富士吉田スキー連盟 成年A 富士吉田スキー連盟

30 ｻｲﾄｳｺﾌﾐ 齋藤小文 885612 学連 S61.5.31 山梨学院大学 成年A 山梨学院大学
31 ﾅｶｶﾞﾜﾕﾘ 中川有里 877873 ふじてんスノーリゾート S43.9.25 ふじてんスノーリゾート 成年B ふじてんスノーリゾート

32 ﾊｽﾇﾏｼｮｳｺ 蓮沼翔子 947863 南稜スキークラブ S57.11.5 南稜スキークラブ 成年A 南稜スキークラブ
33 ﾋﾉﾐｽﾞｳﾗﾗ 日野水うらら 108442 大泉SC ####### 大泉SC 成年B 大泉SC
34 ﾖｼﾀﾞﾖｳｺ 吉田陽子 895961 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S49.6.17 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 成年B ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
35 ﾜｶﾊﾞﾔｼｴﾘｶ 若林恵梨香 330122 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ S59.4.26 ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ 成年A ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
36 ｱｷﾔﾏﾐﾅﾐ 秋山みなみ オープン H4.5.17 オープン 少年 オープン
37 ｱｷﾔﾏｱﾔﾐ 秋山文美 オープン S36.6.11 オープン 成年B オープン


