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Rank 競技者コード 氏名 協会 所属 ＧＳポイント

1 0875964 清水 宏康 相模原 ヴィヴァントＳＣ 0.00

2 0981445 鈴木 一生 高体連 慶應義塾高校 20.72

3 0999973 佐藤 一道 横　浜 横浜市役所スキー部 24.36

4 0971082 新海 佑真 高体連 法政第二高校 26.32

5 1003822 北村 優弥 逗　子 ショーナンキッズ 28.01

6 0994198 木幡 海斗 高体連 法政第二高校 28.66

7 0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ESDスキークラブ 31.42

8 0963408 坂本 嵐士 横　浜 K-Power 33.81

9 0994199 木幡 岳斗 高体連 法政第二高校 36.09

10 0023026 河口 紘太朗 横　浜 K-LINE SKI CLUB 36.45

11 0914413 比留間 悟 逗　子 ショーナンキッズ 49.79

12 0893308 青柳 孝行 横　浜 横浜スベロー会 59.45

13 0998343 前田 海 高体連 桐蔭学園高校 60.71

14 0995796 脇谷 柊司 神奈川 日体大荏原高校 62.97

15 1003824 松原 健 中体連 桐蔭中教中学 64.09

16 0946702 小泉 奏一郎 横　浜 横浜スベロー会 64.57

17 0700003 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ 65.18

18 3001616 国峰 昇 神奈川 横浜市 66.28

19 3018944 戸祭 修平 神奈川 川崎市 67.68

20 0874368 恩田 真也 相模原 スキークラブ・カメ 68.56

21 0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ 69.78

22 0994827 富田 雄大 高体連 桐蔭学園高校 73.21

23 1011731 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマン 82.54

24 1021526 堀江 宥豪 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 82.93

25 1010860 正西 賢将 高体連 桐蔭学園高校 89.25

26 0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ 90.47

27 1021107 中村 拓真 中体連 桐光学園中学 92.73

28 0131697 関 俊哉 横　浜 日立ソリューションズ 95.49

29 1012043 世良 雄一郎 川　崎 MOTION 96.18

30 0983096 水野 秀春 高体連 クラーク厚木高校 98.43

31 0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ 101.96

32 0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 102.42

33 0889275 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ 103.27

34 0905030 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそうスキー部 103.95

35 0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川スキー部 104.91

36 0700005 吉田 幸史 横　浜 横浜市教職員 105.40
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37 0072979 水野 理人 横　浜 横浜スベロー会 106.90

38 0700002 川嶋 克幸 神奈川 篠原ジュニアレーシング 108.85

39 0983097 水野 洋一 厚　木 厚木スキークラブ 110.54

40 0903750 植田 義人 横　浜 横浜スベロー会 111.27

41 0082386 川村 剛 藤　沢 シルバースパークＲＣ 112.34

42 1020606 西 大成 高体連 慶應義塾高校 113.41

43 0053412 山崎 孝広 相模原 スキークラブ・カメ 113.76

44 1011349 関 直道 横　浜 フェスクスキークラブ 113.81

45 0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンスキークラブ 117.10

46 0049938 坂本 弘 小田原 アールベルグＳＣ 118.34

47 0700004 田口 和希 神奈川 川崎市 118.96

48 0110012 畑 国博 横　浜 横浜スベロー会 121.02

49 0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ 123.92

50 1028350 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ 125.95

51 1010855 髙岡 雄一郎 高体連 桐光学園高校 131.89

52 0016578 稲田 竜平 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 142.56

53 0923769 石田 俊宏 小田原 神奈川雪友ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 145.82

54 0891375 江部 広治 川　崎 富士通スキー部 146.61

55 0903852 沼田 雅人 大　和 スキークラブどんぐり 147.57

56 0994690 蛭川 恒 高体連 慶應義塾高校 148.02

57 1021072 岡本 拓巳 中体連 桐蔭中教中学 157.82

58 0129449 伊藤 康志 川　崎 東芝スキークラブ 161.16

59 0068612 上田 和宏 川　崎 東芝スキークラブ 161.32

60 0986363 岡村 一彦 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 166.53

61 0917227 今村 郁男 足　柄 テルモ湘南ｾﾝﾀｰｽｷｰ部 169.14

62 0495262 北條 聖典 相模原 エクセルスキークラブ 169.94

63 0970638 青木 達彦 相模原 スキークラブ・カメ 171.54

64 1021701 三明 拓也 藤　沢 藤沢スキークラブ 172.23

65 0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 174.59

66 0118459 本間 昭治 小田原 ＨＯＳＣスキークラブ 174.94

67 0103779 唐澤 公岳 小田原 アールベルグＳＣ 179.07

68 1000423 古川 碧 相模原 エクセルスキークラブ 179.30

69 0017843 永島 正時 川　崎 三菱ふそうスキー部 188.21

70 1012038 遠藤 知孝 川　崎 富士通スキー部 188.39

71 0946757 佐藤 哲夫 横　浜 RED BIB 193.58

72 0061030 小黒 龍児 藤　沢 いすゞ藤沢スキー部 194.79

73 0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所 199.22

74 0031966 宮本 篤 相模原 相雪スキークラブ 209.65
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75 0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部 213.60

76 1013295 中村 悠真 横　浜 横浜ペガサスＳＣ 216.45

77 0700006 喜多 敦 神奈川 横浜市 216.78

78 0914372 鈴木 秀則 藤　沢 シルバースパークＲＣ 220.94

79 0081617 千葉 豊 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 227.85

80 0957497 二ノ宮 陸 高体連 相模原総合高校 234.84

81 0021512 下山 聡 川　崎 東芝スキークラブ 238.68

82 0876313 遠藤 仁 横　浜 三菱重工スキー山岳部 240.70

83 0074840 星 勝義 川　崎 東芝スキークラブ 242.10

84 0998380 寺上 大樹 高体連 桐蔭学園高校 247.45

85 1002298 岡本 典之 逗　子 ショーナンキッズ 248.13

86 1010861 矢口 琢麿 高体連 桐蔭学園高校 255.32

87 0084623 早藤 伊佐緒 横　浜 スキーチーム雪だるま 256.79

88 1005107 髙橋 門土 高体連 法政第二高校 257.51

89 0089157 大塚 聡 川　崎 富士通スキー部 258.06

90 0035136 栗野 清道 小田原 ＨＯＳＣスキークラブ 265.39

91 0070448 森下 幸司 川　崎 いすゞ川崎スキー部 279.63

92 0114044 福士 健一郎 小田原 アールベルグＳＣ 279.95

93 0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン 306.75

94 0873945 八乙女 巌 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 306.79

95 1036081 大野 弘幹 高体連 慶應義塾高校 310.41

96 0100012 田村 真一 横　浜 日立ソリューションズ 311.80

97 1033764 油谷 翼 高体連 慶應義塾高校 326.70

98 0996216 巻尾 優貴 横　浜 横浜スポーツマン 330.37

99 0033216 近藤 浩道 相模原 スキークラブ・カメ 339.36

100 0970640 二ノ宮 渓 相模原 スキークラブ・カメ 340.66

101 1021073 岩本 典之 高体連 桐光学園高校 342.80

102 1020628 吉村 勇輝 高体連 慶應湘南藤沢高校 354.37

103 0893478 柳瀬 貴之 横　浜 日立ソリューションズ 366.00

104 1033765 牛丸 龍之助 高体連 慶應義塾高校 374.95

105 0889254 半田 明 鎌　倉 三菱電機鎌倉ＳＣ 375.67

106 1005103 大平 陽介 高体連 法政第二高校 378.44

107 1033766 黒澤 響貴 高体連 慶應義塾高校 379.03

108 1035626 大橋 知輝 高体連 桐蔭学園高校 417.26

109 1033770 跡部 陽大 高体連 慶應義塾高校 430.05

110 0874454 河村 弘隆 横　浜 日立ソリューションズ 462.21

111 1021102 青木 寛司 中体連 桐光学園中学 484.65

112 1033763 戸松 裕哉 高体連 慶應義塾高校 509.85
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113 1021071 松澤 知孝 高体連 桐蔭学園高校 540.21

114 1033769 三枝 孝維 高体連 慶應義塾高校 566.18

115 0098745 辻内 賢一 横　浜 日立横浜スキー部 568.22

116 1036001 永藤 久貴 高体連 慶應義塾高校 858.64

117 1033771 栗山 航平 高体連 慶應義塾高校 887.59

118 1010850 岩本 和眞 高体連 桐蔭中教高校 988.47

119 1033768 牛島 奏介 高体連 慶應義塾高校 1040.49

0017619 永吉 登 川　崎 ウィ！！スキークラブ

0302513 福田 悠甫 相模原 エクセルスキークラブ

0873630 若林 浩和 横　浜 ユーベルスキークラブ

0909019 清水 貴光 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ

0925080 石山 俊彦 横　浜 横浜スベロー会

0952768 深澤 潤 川　崎 三菱ふそうスキー部

0981570 阿部 宏昭 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ

0981571 一場 一彦 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ

0983415 高本 大地 高体連 法政第二高校

0994830 山口 礼夢 横　浜 BURST-YOKOHAMA

0995612 加藤 悠 横　浜 ハマスキークラブ

0996213 大村 修輝 横　浜 横浜スポーツマンクラブ

1006465 前田 航 中体連 桐蔭中教中学

1010246 伊藤 敦 横　浜 ユーベルスキークラブ

1021075 石井 幸輝 中体連 桐光学園中学

1033017 市川 貴道 学　連 金沢大学体育会ｽｷｰ部

1033767 強口 慧一郎 高体連 慶應義塾高校

1035932 塚田 悠生 高体連 慶應湘南藤沢高校

1039106 笹野 海志 高体連 法政第二高校

1039111 石本 圭 高体連 法政第二高校

1039127 下桐 爽 中体連 法政大学第二中学

1039131 加藤 雄也 中体連 法政大学第二中学

1039996 吉井 晴輝 高体連 桐蔭学園高校

1040326 髙栁 航己 高体連 桐蔭学園高校

1040352 佐野 太一 中体連 関東学院六浦中学

1040463 橋元 凜人 中体連 法政大学第二中学

1040607 小市 涼平 高体連 桐蔭学園高校

1040619 若山 隼 高体連 桐蔭学園高校

1040658 田中 源人 高体連 桐蔭学園高校

1041577 山岸 珀斗 相模原 エクセルスキークラブ

1042084 澤 優斗 逗　子 ショーナンキッズ
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1042598 淺子 慧太朗 川　崎 ウィ！！スキークラブ

0700001 糸瀬 雅一 相模原 三菱重工相製スキー部

0700007 河村 竜一郎 高体連 慶應義塾高校

0700008 田口 煌太郎 高体連 慶應義塾高校

0700009 手塚 士惟 高体連 慶應義塾高校

0700010 伊藤 誓太 高体連 慶應義塾高校

0700011 村上 陸 高体連 慶應義塾高校

0700012 中村 浩一 神奈川 アップライン
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