
1 スキーチームゼロ ｱｲｶﾜﾉﾘｵ 相川倫男 959140 成年C 成年C

2 南稜スキークラブ ｱｵﾔｷﾞﾏｻｼ 青柳昌志 911200 成年A 成年A

3 清里スキークラブ ｱｻｶﾜｶﾂﾏｻ 浅川勝正 901496 成年A 成年A

4 大泉スキークラブ ｱｻｶﾜｺｳﾀﾛｳ 浅川幸太郎 953756 泉小 K1 Ⅲ　小5～6年

5 大泉スキークラブ ｱｻｶﾜﾖｳﾀ 浅川耀太 960240 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

6 清里スキークラブ ｱｻｺｶｽﾞﾏ 朝古和馬 933010 高根中 K2 中学生

7 清里スキークラブ ｱﾏﾉﾀﾞｲｼ 天野大志 911202 山梨県立大 成年A

8 TEAM Mt. ｱﾘｶﾞｼｮｳｼﾞ 有賀章二 122665 成年C 成年C

9 スキーチームゼロ ｲｼﾐｽﾞﾘｮｳｼﾞ 石水良治 142127 成年C 成年C

10 清里スキークラブ ｲﾅﾊﾞﾄﾓﾋﾛ 稲波智大 972210 敷島南小 K0 Ⅱ　小3～4年

11 清里スキークラブ ｲﾅﾊﾞﾋﾃﾞｱｷ 稲波秀晃 958231 甲府工業高 ジュニア 少年

12 河口湖スキークラブ ｳｴﾀﾞﾅﾂｷ 上田夏輝 974919 山中小 K0 Ⅱ　小3～4年

13 RSTふじ ウエダマサアキ 上田昌明 944385 成年C

14 河口湖スキークラブ ｵｵｲｼﾕｳﾔ 大石裕也 河口湖小立小 Ⅰ　小１～２年

15 清里スキークラブ ｵｵｸﾎﾞｲﾂｷ 大久保樹 942564 駿台甲府高 ジュニア 少年

16 山梨県高体連スキー専門部 ｵｵｸﾎﾞｶｲ 大久保海 976268 日大明誠高校

17 ひまわり ｵｶﾞﾜｼｭｳﾄ 小川秋人 小淵沢小

18 南稜スキークラブ ｵｸﾞﾁｷｮｳﾍｲ 小口恭平 935138 成年B 成年B

19 山梨県庁スキークラブ ｵｸﾔﾏﾄｵﾙ 奥山徹 18994 成年C 成年C

20 山梨県庁スキークラブ ｵｻﾀﾞﾏｻﾙ 長田賢 97675 成年C 成年C

21 RSTふじ オサダユウジ 長田雄司 455681 成年B 成年B

22 富士吉田スキー連盟 ｵｻﾉﾘｮｳｿﾞｳ 小佐野良三 61046 成年C 成年C

23 河口湖スキークラブ ｵｻﾞﾜﾋﾛｼ 小澤宏史 927049 成年C

24 富士吉田スキー連盟 ｶｶﾞﾐﾀｶｼ 加賀美隆 330057 成年C 成年C

25 富士吉田スキー連盟 ｶｼﾞﾔﾀｶﾌﾐ 梶屋貴史 951053 成年B 成年B

26 RSTふじ カツラハラシンジ 桂原慎治 330077 成年C 成年C

27 RFKスキークラブ カネコタカノリ 金子貴則 33725

28 富士吉田スキー連盟 ｶﾔﾇﾏｶｽﾞｵ 萱沼一雄 25168 成年C 成年C

29 富士吉田スキー連盟 ｶﾘﾔｿﾞﾉｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 仮屋園純平 948664 吉田中 K2 中学生 中学１～2年

30 大泉スキークラブ ｷﾄﾞﾀｲﾁ 木戸太一 960241 泉中 K2 中学生

31 清里スキークラブ ｸﾎﾞﾀﾄﾓﾋﾛ 窪田友洋 947868 泉中 K2 中学生

32 清里スキークラブ ｸﾎﾞﾋﾋﾞｷ 久保響 925694 高根中 K2 中学生 少年

33 清里スキークラブ ｸﾎﾞﾐｽﾞｷ 久保瑞貴 923585 帝京第三高 ジュニア 少年

34 パノラマスノーアカデミーSC ｸﾎﾞﾖｼﾐ 久保美海 137742 成年B

35 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ ｸﾗｻﾜｷﾐﾋﾛ 倉澤公弘 330030

36 山梨県高体連スキー専門部 ｺﾞﾄｳｹｲﾀ 後藤慶太 976267 日大明誠高校

37 富士吉田スキー連盟 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾂﾔ 小林哲也 911210 慶応義塾大 成年A 成年A

38 南稜スキークラブ ｺﾐﾔﾏﾏｻｱｷ 小宮山正昭 060767 成年C 成年C

39 RFKスキークラブ サイグサタメヨシ 三枝為好 51415

40 RFKスキークラブ サカモトシュン 坂本駿 911266 成年A

41 河口湖スキークラブ ｻｶﾓﾄﾘｭｳｲﾁ 坂本竜一 941739 河口湖小立小 K1 Ⅲ　小5～6年

42 山梨県高体連スキー専門部 ｻﾏｼﾏﾘｮｳｽｹ 鮫島亮輔 965638 日大明誠高校

43 山梨県庁スキークラブ ｼｵｻﾞﾜﾏｻﾖｼ 塩沢正由 18747 成年C

44 南稜スキークラブ ｼﾐｽﾞｱﾂﾐ 清水篤美 075718 成年C 成年C

45 南稜スキークラブ ｼﾐｽﾞﾅﾙﾐ 清水成美 075629 成年C 成年C

46 小中体連スキー専門部 ｼﾑﾗｶｽﾞﾏ 志村和真 976391 浅川中

47 南稜スキークラブ ｼﾑﾗﾏｻｷ 志村雅樹 885495 成年C 成年C

48 TEAM Mt. ｼﾗｲﾖｼﾕｷ 白井義幸 109522 成年C 成年C

49 山梨県高体連スキー専門部 ｼﾗﾄﾘﾏｻﾄ 白鳥雅人 971432 日大明誠高校

50 清里スキークラブ ｼﾝﾄﾞｳﾏｻｷ 進藤真樹 943488 駿河台大学 成年A

51 山梨県庁スキークラブ ｼﾝﾔｶﾂﾋﾛ 新谷勝広 965617 成年C

52 富士吉田スキー連盟 ｾｷﾈﾖｼﾄｼ 関根嘉利 971422 吉田中 K2 中学生 中学１～2年

53 大泉スキークラブ ｿｳﾐｲﾂｷ 澤海樹 974916 泉小 Ⅰ　小１～２年

54 山梨県高体連スキー専門部 ｿｶﾞﾍﾞｺｳﾔ 曽我部滉也 971433 日大明誠高校

55 富士吉田スキー連盟 ｿﾀﾞｴｲｽｹ 曽田英介 84206 成年C 成年C

56 大泉スキークラブ ﾀｶﾊｼﾕｳｽｹ 高橋祐将 960243 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

57 大泉スキークラブ ﾀｶﾊｼﾖｳﾍｲ 高橋陽平 960244 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

58 大泉スキークラブ ﾀｶﾐｻﾞﾜﾄﾓｷ 高見澤朋生 960245 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

59 小中体連スキー専門部 ﾀｹｲﾋﾗｸ 武井啓 976390 浅川中

60 山梨県高体連スキー専門部 ﾀｹｲﾘｮｳｲﾁ 武井亮一 965339 甲府東高校
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61 TEAM Mt. ﾀﾅｶﾐﾁｵ 田中康生 100656 成年C 成年C

62 小中体連スキー専門部 ﾃｶﾜﾘｮｳ 天川亮 976389 浅川中

63 清里スキークラブ ﾃﾞﾜｼﾞﾝ 出羽忍 965616 高根中 K2 中学生

64 甲府ﾊﾟﾗﾚﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ ﾄｲﾀﾞｺｳｼﾞ 樋田晃治 111701

65 ひまわり ﾄｻﾞﾜｶｽﾞﾔ 戸澤和哉 923614 山梨学院大 成年A 成年A

66 ひまわり ﾄｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 戸澤真志 923615 山梨学院大 成年A 成年A

67 富士吉田スキー連盟 ﾅｶｶﾞﾜﾋﾛｼ 中川浩 873264 成年C 成年C

68 大泉スキークラブ ﾅｶｼﾞﾏｵｳ 中島旺 974915 泉小 Ⅰ　小１～２年

69 大泉スキークラブ ﾅｶｼﾞﾏﾂｸﾙ 中嶋作 960247 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

70 ひまわり ﾅｶﾞｾｷﾋﾃﾞﾌﾐ 永関英文 017614 成年C 成年C

71 山梨県高体連スキー専門部 ﾅｶﾆｼﾕｳ 中西裕 965633 日大明誠高校

72 河口湖スキークラブ ﾅｶﾑﾗｴｲﾀ 中村瑛太 971009 河口湖船津小 Ⅰ　小１～２年

73 RSTふじ ナグモトシユキ 南雲敏幸 107822 成年C 成年C

74 RSTふじ ノザワテツヤ 野澤徹夜 901471 成年A 成年A

75 スキーチームゼロ ﾉﾑﾗﾏｻﾐﾁ 野村正道 330031 成年C 成年C

76 TEAM Mt. ﾊﾀﾉｹｲﾒｲ 幡野敬明 109996 成年C 成年C

77 大泉スキークラブ ﾊﾔｼﾅｵﾄ 林那央斗 960248 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

78 RSTふじ ヒラガマコト 平賀眞 525187 成年C

79 山梨県高体連スキー専門部 ﾋﾗﾔﾏﾀｸﾔ 平山拓弥 976266 日大明誠高校

80 峡東SC ﾋﾛｾﾌﾞﾝｺﾞ 広瀬文吾 128023 成年B 成年B

81 清里スキークラブ ﾌｶｻﾜﾘｮｳ 深澤亮 登録中 清里小 Ⅰ　小１～２年

82 スキーチームゼロ ﾌｼﾞﾊﾗｿｳﾀ 藤原颯大 923639 山梨学院高校 ジュニア 少年

83 河口湖スキークラブ ﾌﾙﾔｼｭｳ 古屋秀 941736 河口湖南中 K2 中学生 中学１～2年

84 ラビッツスキークラブ ﾎｼｹｲｽｹ 星恵介 946579

85 富士吉田スキー連盟 ﾎﾘｳﾁｹﾝﾄ 堀内建登 974924 吉田小 Ⅰ　小１～２年

86 富士吉田スキー連盟 ﾎﾘｳﾁﾖｳﾍｲ 堀内洋平 935334 吉田中 K2 中学生 少年

87 富士吉田スキー連盟 ﾎﾘｴﾘｸ 堀江陸 948662 山梨学院小 K1 Ⅲ　小5～6年

88 RSTふじ マキイダイキ 牧井大輝 899130 成年A 成年A

89 清里スキークラブ ﾏｽｲﾖｼﾋﾃﾞ 増井佳秀 967594 武川小 K0 Ⅱ　小3～4年

90 山梨県高体連スキー専門部 ﾏﾂｲﾕｳﾀﾞｲ 松井雄大 965365 日大明誠高校

91 富士吉田スキー連盟 ﾐｳﾗﾀｯﾍﾟｲ 三浦竜平 925708 西浜中 K2 中学生 少年

92 富士吉田スキー連盟 ﾐｳﾗﾃｯﾍﾟｲ 三浦哲平 941480 西浜中 K2 中学生 中学１～2年

93 富士吉田スキー連盟 ﾐｳﾗﾄｳﾏ 三浦冬真 972676 西浜小 Ⅰ　小１～２年

94 ラビッツスキークラブ ﾐﾂｲｱｽﾞｻ 三井梓 965623

95 大泉スキークラブ ﾐﾂｲﾋﾛﾑ 三井裕夢 960249 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

96 富士吉田スキー連盟 ﾐﾔﾀｾﾅ 宮田星南 948671 下吉田中 K2 中学生 中学１～2年

97 山梨県高体連スキー専門部 ﾑﾄｳﾏｻｷ 武藤雅季 971434 日大明誠高校

98 RSTふじ モチヅキカナメ 望月要 927666 甲府東中学校 K２ 中学生 少年

99 RSTふじ モチヅキマサル 望月勝 116840 成年C 成年C

100 RSTふじ モチヅキユキヒロ 望月幸博 116871 成年C

101 山梨県高体連スキー専門部 ﾓﾘｸﾎﾞﾕｳｷ 森久保優輝 923588 甲府東高校

102 河口湖スキークラブ ﾓﾘﾀﾘｮｳｽｹ 森田涼介 忍野小 Ⅰ　小１～２年

103 山梨県高体連スキー専門部 ﾓﾘﾕｳｷ 森友城 965631 日大明誠高校

104 山梨県高体連スキー専門部 ﾔｼﾛﾘｮｳ 矢代遼 965636 日大明誠高校

105 清里スキークラブ ﾔｽﾓﾄﾕｳﾘ 安本有宇理 登録中 韮崎北東小 K0 Ⅱ　小3～4年

106 スキーチームゼロ ﾔﾏｳﾁﾕｳｷ 山内勇輝 944383 甲府西中学校 K2 中学生 中学１～2年

107 RSTふじ ヤマコシヒロキ 山腰 洋樹 136987 成年C 成年C

108 富士吉田スキー連盟 ﾕｳｷﾐﾂﾔｽ 結城光保 35564 成年C 成年C

109 清里スキークラブ ﾖｺｳﾁｼﾝｲﾁﾛｳ 横内進一郎 947864 白根御勅使中 K2 中学生

110 清里スキークラブ ﾖｺｳﾁﾘｮｳﾀﾛｳ 横内亮太郎 960256 白根百田小 K0 Ⅱ　小3～4年

111 河口湖スキークラブ ﾖｼﾑﾗｹｲｼﾞ 吉村圭司 971010 河口湖勝山小 K0 Ⅱ　小3～4年

112 甲府パラレルJr ヨダカズキ 依田一希 923688 甲府西高校 ジュニア 少年

113 山梨県庁スキークラブ ﾘﾝﾉｼｹﾞｷ 林野茂樹 123916 成年C

114 南稜スキークラブ ﾜﾀﾅﾍﾞﾂﾖｼ 渡辺剛 102535 成年C 成年C


