
1 清里スキークラブ ﾌｸｼﾏﾐﾉﾘ 福島みのり 972211 清里小 Ⅰ　小１～２年

2 ひまわり ﾅｶﾞｾｷﾋﾅﾀ 永関ひなた 長坂小

3 大泉スキークラブ ﾌｼﾞﾓﾘｱｶﾈ 藤森あかね 966877 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

4 大泉スキークラブ ﾐﾖｼｼﾎ 三好志歩 974913 泉小 Ⅰ　小１～２年

5 大泉スキークラブ ﾖｼﾀﾞﾒｲ 吉田芽生 974917 泉小 Ⅰ　小１～２年

6 ラビッツスキークラブ ﾂｽﾞｷﾃﾙﾐ 続木照美 965622

7 スキーチームゼロ ｶﾜｸﾞﾁﾘｶｺ 川口里佳子 938538 山梨学院大学 成年A 成年A

8 スキーチームゼロ ｻｲﾄｳｺﾌﾐ 齋藤小文 885612 成年B 成年B

9 スキーチームゼロ ｱﾘｲｽﾞﾐﾐﾎ 有泉美穂 150707 成年B 成年B

10 小中体連スキー専門部 ｻｶﾓﾄﾐﾅ 坂本三奈 971418 甲府南西中

11 小中体連スキー専門部 ｺﾞﾐｾｲﾗ 五味星空 971419 山梨学院中

12 南稜スキークラブ ｱｵﾔｷﾞﾏﾐ 青柳真美 901477 成年A 成年A

13 南稜スキークラブ ﾊｽﾇﾏｼｮｳｺ 蓮沼翔子 947863 成年B 成年B

14 清里スキークラブ ｸﾎﾞﾀﾋｶﾘ 窪田光里 954323 小泉小 K1 Ⅲ　小5～6年

15 清里スキークラブ ﾌｸｼﾏﾐﾉﾘ 福島ひとみ 972212 高根中 K2 中学生

16 清里スキークラブ ｵｶﾍﾞｱﾔﾈ 岡部彩音 971420 高根中 K2 中学生

17 清里スキークラブ ﾓﾘｻﾜﾕｷ 森澤友貴 925683 高根中 K2 中学生 少年

18 清里スキークラブ ﾜﾀﾞﾁﾎ 和田知穂 911480 山梨大 成年A 成年A

19 清里スキークラブ ﾏﾂﾓﾄﾁｻ 松本千沙 923680 山梨学院付属高 ジュニア 少年

20 清里スキークラブ ﾏﾂﾓﾄｻｷ 松本沙樹 911300 成年A 成年A

21 清里スキークラブ ﾎｻｶｱｻﾐ 保坂朝海 933410 東洋大 成年A

22 清里スキークラブ ｶﾜｼﾏﾊﾙ 川嶋晴 923579 北杜高 ジュニア 少年

23 清里スキークラブ ｻﾉﾏﾐｷ 佐野間美樹 911233 日本女子体育大 成年A 成年A

24 富士吉田スキー連盟 ｶﾘﾔｿﾞﾉﾐﾜ 仮屋園美和 951054 吉田中 K2 中学生 中学１～2年

25 富士吉田スキー連盟 ｼﾗﾊﾀｱｽｶ 白幡あすか 935331 吉田中 K2 中学生 中学１～2年

26 富士吉田スキー連盟 ｺﾊﾞﾔｼﾓﾓｺ 小林桃子 925715 吉田中 K2 中学生 少年

27 富士吉田スキー連盟 ｼﾗﾊﾀﾏﾕ 白幡真佑 959208 吉田小 K0 Ⅱ　小3～4年

28 富士吉田スキー連盟 ﾐﾔｼﾀﾏﾘｶ 宮下麻里香 911216 成年A 成年A

29 富士吉田スキー連盟 ｲｹﾀﾆﾕｷﾉ 池谷雪乃 941486 成年A 成年A

30 富士吉田スキー連盟 ｵｻﾉﾕｲ 小佐野由衣 885603 成年A 成年A

31 富士吉田スキー連盟 ｺﾞﾝｼｮｳﾖｼﾐ 権正好美 885600 成年A 成年A

32 富士吉田スキー連盟 ｶﾄｳﾕｷｺ 加藤由貴子 申請中 成年B 成年B

33 ひまわり ﾅｶﾞｾｷﾐｻｵ 永関操 017616

34 大泉スキークラブ ﾋﾗｲﾅﾅｶ 平井奈々夏 941317 泉中 K2 中学生

35 大泉スキークラブ ｸﾘｽﾚｲﾅ 栗栖令奈 960242 泉小 K0 Ⅱ　小3～4年

36 大泉スキークラブ ﾋﾗｲｱﾔﾈ 平井彩音 933396 北杜高校 K2 少年

37 大泉スキークラブ ｱｻｶﾜﾐﾗｲ 浅川実来 953755 泉小 K1 Ⅲ　小5～6年

38 大泉スキークラブ ｼﾝﾄﾞｳﾚｲﾅ 進藤怜奈 953750 泉小 K1 Ⅲ　小5～6年

39 大泉スキークラブ ﾐﾂｲﾅﾅｺ 三井菜々子 948661 泉小 K1 Ⅲ　小5～6年

40 大泉スキークラブ ﾔｷﾞｭｳｷﾐｺ 柳生希実子 941318 泉中 K2 中学生

41 大泉スキークラブ ﾔｷﾞｭｳｻｴｺ 柳生紗英子 953753 泉小 K1 Ⅲ　小5～6年

42 山梨県高体連スキー専門部 ﾎﾘﾍﾞｱﾘｻ 堀辺有咲 965634 日大明誠高校

43 山梨県高体連スキー専門部 ﾆｼﾀﾆﾘｶｺ 西谷里佳子 965632 日大明誠高校

44 山梨県高体連スキー専門部 ｵﾊﾞﾀｹｼｵﾘ 尾畠詩織 933400 日大明誠高校

45 山梨県高体連スキー専門部 ﾔﾏﾀﾞｻﾔ 山田紗也 965141 日大明誠高校

46 ふじてんスノーリゾートスキークラブ ナカガワユリ 中川有里 877873 成年B 成年B

47 河口湖スキークラブ ｳｴﾉｱｽﾞﾐ 上野愛純 城南中 K2 中学生

48 河口湖スキークラブ ﾀﾂｶﾜｷｻﾗ 立川琴渚 944382 玉穂南小 K1 Ⅲ　小5～6年

49 河口湖スキークラブ ﾌﾙﾔﾐﾕｳ 古屋美侑 960137 河口湖小立小 K1 Ⅲ　小5～6年

50 河口湖スキークラブ ｱﾏﾉﾙｶ 天野瑠香 971011 河口湖大石小 K1 Ⅲ　小5～6年

51 河口湖スキークラブ ﾀﾂｶﾜｺﾄﾊ 立川琴彩 958414 玉穂南小 K0 Ⅱ　小3～4年

52 河口湖スキークラブ ﾌﾙﾔﾘｻ 古屋李紗 966432 河口湖小立小 K0 Ⅱ　小3～4年

53 河口湖スキークラブ ﾌﾙﾔﾅﾎ 古屋奈保 965326 河口湖小立小 K0 Ⅱ　小3～4年

54 河口湖スキークラブ ｳｴﾉｱﾘｻ 上野愛理沙 大里小 K0 Ⅱ　小3～4年
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