
Rank 競技者コード 氏名 協会 所属 ＳＬポイント
1 0072979 水野 理人 横　浜 横浜スベロー会 0.00
2 0999973 佐藤 一道 横　浜 横浜市役所スキー部 18.54
3 3018944 戸祭 修平 神奈川 川崎市 18.81
4 0989391 滝田 海晴 高体連 光陵高校 46.68
5 0994690 蛭川 恒 高体連 慶應義塾高校 47.48
6 0480678 岡本 晋二郎 横　浜 K-LINE SKI CLUB 62.32
7 0905030 水谷 弘次 川　崎 三菱ふそうスキー部 64.61
8 0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ 74.98
9 0946702 小泉 奏一郎 横　浜 横浜スベロー会 86.05
10 0061030 小黒 龍児 藤　沢 いすゞ藤沢スキー部 87.26
11 1013295 橘 悠真 高体連 関東学院六浦高校 88.38
12 0971082 新海 佑真 横　浜 K-Power 89.54
13 0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 95.79
14 0893478 柳瀬 貴之 横　浜 日立ソリューションズ 95.85
15 0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川スキー部 96.30
16 0031966 宮本 篤 相模原 相雪スキークラブ 99.48
17 0700009 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ 100.38
18 1050684 阿良田 康浩 東　京 ボンバーズ 100.71
19 0016578 稲田 竜平 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 104.13
20 0946757 佐藤 哲夫 横　浜 RED BIB 106.59
21 0996213 大村 修輝 横　浜 横浜スポーツマン 106.86
22 0893308 青柳 孝行 横　浜 横浜スベロー会 108.14
23 1026329 栂野 僚 横　浜 慶應ラシャールＳＣ 108.49
24 0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ 108.66
25 0970638 青木 達彦 相模原 スキークラブ・カメ 118.05
26 0998575 石川 颯真 高体連 関東学院六浦高校 123.01
27 0100012 田村 真一 横　浜 日立ソリューションズ 127.07
28 0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンスキークラブ 128.77
29 0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ 128.98
30 1010860 正西 賢将 高体連 桐蔭学園高校 133.32
31 0981571 一場 一彦 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 135.31
32 0700004 川嶋 克幸 神奈川 篠原ジュニアレーシング 137.05
33 1006465 前田 航 中体連 桐蔭中教中学 138.49
34 0118459 本間 昭治 小田原 ＨＯＳＣスキークラブ 141.21
35 0876313 遠藤 仁 横　浜 三菱重工スキー山岳部 148.59
36 0889275 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ 152.56
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37 0923769 石田 俊宏 小田原 神奈川雪友ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 154.71
38 0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 156.72
39 1012038 遠藤 知孝 川　崎 富士通スキー部 157.31
40 0873945 八乙女 巌 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 158.12
41 0981570 阿部 宏昭 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 158.22
42 0081617 千葉 豊 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ 158.62
43 0983415 高本 大地 高体連 法政第二高校 161.88
44 0986363 岡村 一彦 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ 168.64
45 0017843 永島 正時 川　崎 三菱ふそうスキー部 175.40
46 0948034 高野 拓也 川　崎 東芝スキークラブ 176.57
47 0082386 川村 剛 藤　沢 シルバースパークＲＣ 178.05
48 1003824 松原 健 高体連 桐蔭中教高校 190.61
49 1021107 中村 拓真 中体連 桐光学園中学 190.71
50 0035136 栗野 清道 小田原 ＨＯＳＣスキークラブ 197.27
51 0110012 畑 国博 横　浜 横浜スベロー会 205.78
52 0983097 水野 洋一 厚　木 厚木スキークラブ 208.38
53 0914372 鈴木 秀則 藤　沢 シルバースパークＲＣ 209.09
54 1002298 岡本 典之 逗　子 ショーナンキッズ 212.82
55 0074840 星 勝義 川　崎 東芝スキークラブ 216.08
56 0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部 219.66
57 1039224 伊藤 誓太 高体連 慶應義塾高校 224.25
58 0070448 森下 幸司 川　崎 いすゞ川崎スキー部 234.50
59 0903750 植田 義人 横　浜 横浜スベロー会 235.31
60 1039223 田口 煌太郎 高体連 慶應義塾高校 238.24
61 0087907 大山 一浩 秦　野 日立ESDスキークラブ 242.78
62 0021512 下山 聡 川　崎 東芝スキークラブ 249.60
63 1005107 髙橋 門土 高体連 法政第二高校 260.51
64 1033764 油谷 翼 高体連 慶應義塾高校 265.13
65 0131697 関 俊哉 横　浜 日立ソリューションズ 277.80
66 0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン 296.13
67 0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所 297.62
68 0149574 北寒寺 暁 藤　沢 いすゞ藤沢 298.10
69 1021072 岡本 拓巳 高体連 桐蔭中教高校 316.22
70 0996216 巻尾 優貴 横　浜 横浜スポーツマン 317.72
71 1021073 岩本 典之 高体連 桐光学園高校 318.69
72 1021701 三明 拓也 藤　沢 藤沢スキークラブ 326.49
73 1005103 大平 陽介 高体連 法政第二高校 346.03
74 0874368 恩田 真也 相模原 スキークラブ・カメ 349.71
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75 0068612 上田 和宏 川　崎 東芝スキークラブ 364.69
76 0053412 山崎 孝広 相模原 スキークラブ・カメ 390.35
77 1035932 塚田 悠生 高体連 慶應湘南藤沢高校 418.81
78 0874454 河村 弘隆 横　浜 日立ソリューションズ 451.36
79 1039111 石本 圭 高体連 法政第二高校 498.75
80 1039225 村上 陸 高体連 慶應義塾高校 594.98
81 1040607 小市 涼平 高体連 桐蔭学園高校 640.89

0017619 永吉 登 川　崎 ウィ！！スキークラブ
0023026 河口 紘太朗 横　浜 K-LINE SKI CLUB
0873630 若林 浩和 横　浜 ユーベルスキークラブ
0875964 清水 宏康 相模原 ヴィヴァントＳＣ
0903852 沼田 雅人 大　和 スキークラブどんぐり
0904798 黒田 隆 横　浜 てんぐすきークラブ
0916403 熊谷 耕二 横　浜 ケンウッドＳＣ
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
0952799 朝山 慈之 川　崎 ZERO. 1 JR
0995612 加藤 悠 横　浜 ハマスキークラブ
1010246 伊藤 敦 横　浜 ユーベルスキークラブ
1010607 人見 俊一郎 神奈川 ボンバーズ
1011349 関 直道 横　浜 フェスクスキークラブ
1011731 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマン
1012043 世良 雄一郎 川　崎 MOTION
1020283 鈴木 裕介 横　浜 K-LINE SKI CLUB
1020668 川嶋 一誠 横　浜 K-LINE SKI CLUB
1021075 石井 幸輝 中体連 桐光学園中学
1021102 青木 寛司 中体連 桐光学園中学
1032163 新井 翔 中体連 桐光学園中学
1035398 川嶋 佑弥 横　浜 横浜クロイツラーＳＣ
1035930 仲里 航 高体連 慶應湘南藤沢高校
1036262 三村 章太郎 逗　子 ショーナンキッズ
1039131 加藤 雄也 中体連 法政大学第二中学
1039221 手塚 士惟 高体連 慶應義塾高校
1039453 内村 陽太 横　浜 フェスクスキークラブ
1040352 佐野 太一 中体連 関東学院六浦中学
1041108 渡辺 大翔 逗　子 ショーナンキッズ
1043023 正木 駿 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎
1044047 田代 雅紋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎
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1048710 水谷 仁 高体連 慶應義塾高校
1048712 大嶋 優翔 高体連 慶應義塾高校
1048713 齋藤 遼青 高体連 慶應義塾高校
1048715 吉田 尚志 高体連 慶應義塾高校
1048716 千賀 麟太郎 高体連 慶應義塾高校
1048718 髙橋 洋航 高体連 慶應義塾高校
1048720 田代 統悟 高体連 慶應義塾高校
1048721 入交 隼 高体連 慶應義塾高校
1049947 岡本 瑛澄 横　浜 K-LINE SKI CLUB
1050338 岡本 昂己 逗　子 ショーナンキッズ
1050703 鈴木 雄大 横　浜 横浜スベロー会
1050903 中澤 亮 中体連 聖ヨゼフ学園中学
1052593 谷田 伊織 高体連 慶應義塾高校
1052796 長倉 丈 横　浜 横浜ＹＹスキークラブ
3001616 国峰 昇 神奈川 横浜市
3020361 山崎 晴哉 学　連 青山学院大学
0700001 成瀬 龍一 横　浜 横浜スベロー会
0700002 糸瀬 雅一 相模原 三菱重工相製スキー部
0700003 本宮 達也 神奈川 ボンバーズ
0700005 喜多 敦 神奈川 横浜市
0700006 松澤 隼人 藤　沢 藤沢スキークラブ
0700008 田口 和希 神奈川 川崎市
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