
Rank 競技者コード ⽒名 協会 所属 ＳＬポイント
1 0977548 森岡 達雄 横 浜 横浜スキークラブ 0.00
2 0084623 早藤 伊佐緒 横 浜 スキーチーム雪だるま 21.32
3 0874366 吉⽥ 定善 相模原 スキークラブ・カメ 22.07
4 0946757 佐藤 哲夫 横 浜 RED BIB 47.34
5 0111089 飯塚 哲聡 横 浜 横浜市中学校ＳＣ 53.81
6 0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所 65.48
7 0104939 藤井 孝⼀ 横 浜 スキーチーム雪だるま 76.04
8 1005117 新穂 浩⼠ 横 浜 横浜スベロー会 76.51
9 0081617 千葉 豊 横 浜 横浜ＹＹＳＣ 84.11
10 0965189 ⻄⼭ 厚 平 塚 平塚スキークラブ 84.72
11 1004604 悪七 秀樹 平 塚 ⼩松スキー部 85.63
12 0046984 佐藤 弘之 鎌 倉 三菱電機鎌倉ＳＣ 87.56
13 0876313 遠藤 仁 横 浜 三菱重⼯スキー⼭岳部 102.73
14 0075597 清⽔ 昭⼈ 横 浜 クラブ・ワン 130.70
15 0999978 ⽥屋 惠唯 横 浜 K-Power 150.32
16 1028350 岡⽥ 和弘 藤 沢 藤沢スキークラブ 152.89
17 0889254 半⽥ 明 鎌 倉 三菱電機鎌倉ＳＣ 178.90
18 1029111 岡⽥ 良⼀ 横 浜 K-Power 182.11
19 0108041 ⼆ノ宮 岳 相模原 スキークラブ・カメ 185.28
20 0098745 辻内 賢⼀ 横 浜 ⽇⽴横浜スキー部 214.61
21 0097070 ⻑崎 正幸 ⼩⽥原 アールベルグＳＣ 243.96
22 0033216 近藤 浩道 相模原 スキークラブ・カメ 301.52
23 0041233 ⾼橋 進⼀郎 相模原 三菱重⼯相製 346.75

0001080 前⽥ 惣⼀ 横 浜 横浜ペガサスＳＣ
0018594 遠藤 保 横 浜 横浜スキー同好会
0021622 下村 清 藤 沢 藤沢スキークラブ
0023026 河⼝ 紘太朗 横 浜 K-LINE SKI CLUB
0024395 ⾓⽥ ⾼⼀ 相模原 相雪スキークラブ
0030102 橘川 康宏 川 崎 リーベンスキークラブ
0031966 宮本 篤 相模原 相雪スキークラブ
0034067 ⾦沢 正⾏ 横 浜 横浜市役所スキー部
0035136 栗野 清道 ⼩⽥原 ＨＯＳＣスキークラブ
0036985 古藤 公昭 相模原 相雪スキークラブ
0040009 ⾹川 慎⼀郎 横 浜 ユーベルスキークラブ
0043338 ⾼落 照治 横 浜 横浜市役所スキー部
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0043372 高澤 一二 ⼩⽥原 アールベルグＳＣ
0049191 細川 弘幸 ⼤ 和 まつりスキークラブ
0061936 ⼩⽯ 満 横 浜 横浜スキークラブ
0066960 松⽥ 豊 横 浜 横浜市役所スキー部
0075205 正井 晴夫 横 浜 横浜緑スキークラブ
0080313 ⽯塚 俊逸 鎌 倉 三菱電機鎌倉ＳＣ
0082183 川上 渉 横 浜 横浜スポーツマン
0084040 前島 近 ⼤ 和 まつりスキークラブ
0087907 ⼤⼭ ⼀浩 秦 野 ⽇⽴ESDスキークラブ
0088559 ⼤川 正⼀ 藤 沢 藤沢スキークラブ
0089157 ⼤塚 聡 川 崎 富⼠通スキー部
0098540 槻橋 正峰 秦 野 ⽇⽴ESDスキークラブ
0099249 天野 孝洋 横 浜 横浜スノーメイツ
0110012 畑 国博 横 浜 横浜スベロー会
0118280 堀内 泰雄 横 浜 横浜スキークラブ
0118459 本間 昭治 ⼩⽥原 ＨＯＳＣスキークラブ
0149574 北寒寺 暁 藤 沢 いすゞ藤沢スキー部
0460336 渡邉 泰⾏ ⼤ 和 まつりスキークラブ
0700056 遠藤 知孝 川 崎 富⼠通スキー部
0874368 恩⽥ 真也 相模原 スキークラブ・カメ
0889275 ⽥中 公⽂ 逗 ⼦ ショーナンキッズ
0891448 古城 保和 相模原 相雪スキークラブ
0893308 ⻘柳 孝⾏ 横 浜 横浜スベロー会
0903852 沼⽥ 雅⼈ ⼤ 和 スキークラブどんぐり
0904786 蔦原 克典 川 崎 ＺＥＲＯ．１ ＪＲ
0914372 鈴⽊ 秀則 藤 沢 シルバースパークＲＣ
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
0925086 岩﨑 航⼀ 横 浜 横浜スポーツマン
0927184 佐藤 重雄 横 浜 ⼩野測器スキー部
0940057 安倍 信吉 川 崎 三菱ふそうスキー部
0952780 ⻘⽊ 元史 横 浜 ユーベルスキークラブ
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
0983095 佐藤 洋⽂ 横 浜 K-Power
0983097 ⽔野 洋⼀ 厚 ⽊ 厚⽊スキークラブ
0983573 井上 淳 相模原 スキークラブ・カメ
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0986364 堀江 秀樹 厚 ⽊ ⽇産⾃動⾞NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
0986879 髙澤 健⼆ 藤 沢 藤沢スキークラブ
0999977 加藤 隆雄 横 浜 K-Power
1005131 篠村 ⽵美 横 浜 横浜スキークラブ
1011574 荒⾕ 芳房 神奈川 トヨタ⾃動⾞東⽇本
1011729 加藤 順⼀ 横 浜 横浜スポーツマン
1020283 鈴⽊ 裕介 横 浜 K-LINE SKI CLUB
1020668 川嶋 ⼀誠 横 浜 K-LINE SKI CLUB
1024205 ⼭下 寿康 神奈川 トヨタ⾃動⾞東⽇本
9003292 松岡 晃⼀ 横 浜 横浜スポーツマン
0700001 中村 浩⼀ 神奈川 アップライン
0700008 ⽥⼝ 和希 神奈川 川崎市
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