
※"07"で始まる番号は暫定番号です。2018-2019年度 補正値 -40.00

Rank SAKNO ⽒名 協会 所属 ＧＳポイント
1 0099249 天野 孝洋 横 浜 横浜スノーメイツ 0.00
2 0098540 槻橋 正峰 秦 野 ⽇⽴ESD 8.00
3 0053412 ⼭崎 孝広 相模原 スキークラブカメ 9.97
4 0602701 ⽥⼝ 和希 神奈川 川崎市 22.31
5 0889275 ⽥中 公⽂ 逗 ⼦ ショーナンキッズ 28.89
6 0946757 佐藤 哲夫 横 浜 RED BIB 41.16
7 0084623 早藤 伊佐緒 横 浜 スキーチーム雪だるま 55.75
8 0062586 ⼩⾕ 栄治 横 浜 三菱重⼯横浜 59.88
9 0893586 ⼭下 貴史 横 浜 RED BIB 62.50
10 0874368 恩⽥ 真也 相模原 スキークラブカメ 63.19
11 0111089 飯塚 哲聡 横 浜 横浜市中学校ＳＣ 68.32
12 0983573 井上 淳 相模原 スキークラブカメ 69.03
13 0904727 中路 信哉 横 浜 三菱重⼯横浜 69.87
14 0118280 堀内 泰雄 横 浜 横浜スキークラブ 71.46
15 0014779 伊藤 忠義 横 浜 横浜アルペン 77.83
16 0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所 99.92
17 0874366 吉⽥ 定善 相模原 スキークラブカメ 107.46
18 0700003 新穂 浩⼠ 横 浜 横浜スベロー会 118.29
19 0104939 藤井 孝⼀ 横 浜 スキーチーム雪だるま 126.54
20 0061936 ⼩⽯ 満 横 浜 横浜スキークラブ 126.60
21 0056926 ⽷瀬 雅⼀ 相模原 三菱重⼯相製 126.63
22 0099759 ⽥上 勝詞 横 浜 クラブ・ワン 132.24
23 0876313 遠藤 仁 横 浜 三菱重⼯横浜 133.61
24 0124580 鈴⽊ 浩 相模原 三菱重⼯相製 135.24
25 0013376 安⽥ 不⼆男 相模原 アガペＳＣ 136.71
26 0977548 森岡 達雄 横 浜 横浜スキークラブ 137.15
27 0033216 近藤 浩道 相模原 スキークラブカメ 144.58
28 0700062 悪七 秀樹 平 塚 ⼩松スキー部 152.46
29 0082183 川上 渉 横 浜 横浜スポーツマン 154.00
30 0873630 若林 浩和 横 浜 ユーベル 158.20
31 0999978 ⽥屋 惠唯 横 浜 K-Power 158.47
32 0075597 清⽔ 昭⼈ 横 浜 クラブ・ワン 161.80
33 0042812 ⾼嶋 孝幸 ⼤ 和 ＳＣどんぐり 168.60
34 0965189 ⻄⼭ 厚 平 塚 平塚スキークラブ 184.05
35 0889254 半⽥ 明 鎌 倉 三菱電機鎌倉 197.93
36 0041233 ⾼橋 進⼀郎 相模原 三菱重⼯相製 198.94
37 0940160 松岡 潤治 相模原 アガペＳＣ 199.01
38 0012997 安永 謙司 ⼤ 和 ＳＣどんぐり 210.75
39 0700002 早川 英明 横 浜 横浜スベロー会 215.91
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Rank SAKNO ⽒名 協会 所属 ＧＳポイント
40 0098745 辻内 賢⼀ 横 浜 ⽇⽴横浜 243.46
41 0989488 安⽥ ⼀雄 相模原 アガペＳＣ 269.77
42 0046984 佐藤 弘之 鎌 倉 三菱電機鎌倉 283.07
43 0996374 中島 友則 相模原 アガペＳＣ 306.46
44 0115463 平野 光男 横 浜 ユーベル 313.06
45 0925086 岩﨑 航⼀ 横 浜 横浜スポーツマン 323.33

0893308 ⻘柳 孝⾏ 横 浜 横浜スベロー会
0023054 河合 光利 ⼩⽥原 ⼩⽥原ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝ
0087907 ⼤⼭ ⼀浩 秦 野 ⽇⽴ESD
0089157 ⼤塚 聡 川 崎 富⼠通
0099713 ⽥守 満 横 浜 クラブ・ワン
0100012 ⽥村 真⼀ 横 浜 ⽇⽴ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ横浜
0140426 深栖 久孝 平 塚 ⼩松スキー部
0874454 河村 弘隆 横 浜 ⽇⽴ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ横浜
0893475 五⼗嵐 晃 横 浜 ⽇⽴ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ横浜
0909019 清⽔ 貴光 厚 ⽊ ⽇産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
0916403 熊⾕ 耕⼆ 横 浜 ケンウッドＳＣ
0927184 佐藤 重雄 横 浜 ⼩野測器スキー部
0932346 関 伸秦 相模原 相雪スキークラブ
0935925 松岡 晃⼀ 横 浜 横浜スポーツマン
0952780 ⻘⽊ 元史 横 浜 ユーベル
0955630 井上 健史 相模原 相雪スキークラブ
0963435 植濃 信介 横 浜 K-Power
0967763 阪本 勝 川 崎 川崎スキークラブ
0995169 鈴⽊ 正樹 鎌 倉 三菱電機鎌倉
0999974 家⽥ 吉成 横 浜 RED BIB
0999977 加藤 隆雄 横 浜 K-Power
0700004 根本 昌之 横 浜 横浜スベロー会
0700047 伊藤 敦 横 浜 ユーベル
0700048 今野 康⼀ 横 浜 ユーベル
0700051 篠村 ⽵美 横 浜 横浜スキークラブ
0700061 中村 浩⼀ 神奈川 ⼤和市
0700064 津⽥ 邦男 川 崎 東芝スキークラブ
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