
男子 No1

色 No 1st 2nd 合計

緑 51 1001828 金谷 幸宣 ｶﾅﾔ ﾕｷﾑﾗ 泉小学校 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 52 1010043 菅谷 新汰 ｽｶﾞﾔ ｱﾗﾀ 高根東小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 53 1029246 米山 武蔵 ﾖﾈﾔﾏ ﾑｻｼ 西桂小 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 小4-6

緑 54 1011608 上田 桂瑚 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 山中小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 55 996459 小林 昊介 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 泉小学校 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 56 申請中 藤井 駿杜 ﾌｼﾞｲ ﾊﾔﾄ 泉小学校 ｵｵｲｽﾞﾐｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 57 1012735 前原 悠希 ﾏｴﾊﾗ ﾕｳｷ 小立小 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 小4-6

緑 58 1032601 下條 樹 ｹﾞｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 高根東小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 59 1035697 佐藤 哲 ｻﾄｳ ﾃﾂ 高根東小 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 60 1011611 田中 晴登 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 勝山小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 61 1007396 伊東 伶穏 ｲﾄｳ ﾚｵﾝ 船津小 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小4-6

緑 62 996523 熊野御堂 健 ｸﾏﾉﾐﾄﾞｳ ｹﾝ 高根中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 63 988882 渡井 陽斗 ﾜﾀｲ ｱｷﾄ 下吉田中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 64 996923 小林 已布樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 駿台甲府中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 65 990579 太田原 恒心 ｵｵﾀﾊﾗ ｺｳｼﾝ 河口湖南中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 66 988881 西畑 澪 ﾆｼﾊﾀ ﾚｲ 勝山中 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 67 998117 青柳 凛太朗 ｱｵﾔｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 山梨大付属中 ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中学生

緑 68 107822 南雲 敏幸 ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾕｷ RSTふじ ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 61以上

緑 69 38867 広瀬 敏夫 ﾋﾛｾ ﾄｼｵ 河口湖スキークラブ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 61以上

緑 70 川﨑 昭二 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｼﾞ デジエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 61以上

緑 71 小溝 義信 ｺﾐｿﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ デジエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 72 1009700 白幡 透 ｼﾗﾊﾀ ﾄｵﾙ 富士吉田スキー連盟 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 55-60

緑 73 久田 悟 ﾋｻﾀﾞ ｻﾄﾙ MS　Racing ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 74 小永井 徹 ｺﾅｶﾞｲ ﾄｵﾙ 東京都スキー連盟 ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 55-60

緑 75 873112 篠原 宏 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 峡東ＳＣ ｷｮｳﾄｳｽｷｰｸﾗﾌﾞ 55-61

緑 76 岡部 哲也 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂﾔ ファーストスキークラブ ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 77 申請中 有泉 雅章 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 河口湖スキークラブ ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 45-54

緑 78 蒲谷 稔 ｶﾊﾞﾔ ﾐﾉﾙ デジエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 79 千葉 丈雄 ﾁﾊﾞ ﾀｹｵ MSレーシング ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 45-54

緑 80 150594 矢野 誠 ﾔﾉ ﾏｺﾄ 都留スキークラブ ﾂﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ 45-54

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

緑 82 荒井 康輔 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ ARC ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 35-44

緑 83 1028626 坂本 勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ 清里SC ｷﾖｻﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 26-34

第７４回山梨県スキー選手権大会　大回転競技会 兼
第６回 山梨オープンＧＳ大会 第２戦
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緑 84 994281 望月 颯 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾃ 身延高校 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 高-25

緑 85 小永井 大介 ｺﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ デジエントリー ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ 高-25

緑 86 977954 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 山梨学院高校 ﾌｼﾞﾖｼﾀﾞｽｷｰﾚﾝﾒｲ 高-25

緑 87 1012945 渡邉 大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 駿台甲府高 ｶﾜｸﾞﾁｺｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高-25

緑 88 1036462 渡辺 武紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 甲斐清和高校 ｱｰﾙｴｽﾃｨﾌｼﾞ 高-25
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