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1 934 黒川 正人 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾄ 石井スポーツスキークラブ
2 3469 吉田 裕治 ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｼﾞ チーム フォン (TEAM VON)
3 4158 篠木 知 ｼﾉｷ ﾄﾓ チーム・ビートゥー・ゼット
4 4883 生形 嘉良 ｳﾌﾞｶﾀ ﾖｼｶｽﾞ アートスポーツスキークラブ
5 7626 湯口 暁 ﾕｸﾞﾁ ｱｷﾗ ＧＯＤレーシング
6 10682 齋木 秀哉 ｻｲｷ ｼｭｳﾔ 若葉スキークラブ
7 2568 和田 修太郎 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ ラッチ（RACH)
8 7217 小宮 章弘 ｺﾐﾔ ｱｷﾋﾛ スラロームスキークラブ
9 6871 福嶋 剛 ﾌｸｼﾏ ｺﾞｳ チーム・ビートゥー・ゼット
10 6555 荒井 祐治 ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞ モンタナスキークラブ
11 9384 小松原 誠 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ チーム　ラッシュ
12 7883 古川 信行 ﾌﾙｶﾜ　ﾉﾌﾞﾕｷ 石井スポーツスキークラブ
13 3007 吉田 祥貴 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｷ チーム　ラッシュ
14 1858 秋元 嘉幸 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾕｷ スノーウインドスキークラブ
15 8401 戸井田 慎 ﾄｲﾀﾞ ﾏｺﾄ ラッチ（RACH)

16 5199 荒井 元気 ｱﾗｲ　ｹﾞﾝｷ チームディーエルベーハースキーク
ラブ

17 1247 横山 真太郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝﾀﾛｳ アールビー　トウキョウ
18 4286 干場 英城 ﾎｼﾊﾞ ﾋﾃﾞｷ 新宿スキークラブ
19 1174 大平 誠 ｵｵﾋﾗ ﾏｺﾄ 三鷹市スキー連盟
20 6313 澤田 健 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝ ディップス スキークラブ
21 4108 河辺 敏郎 ｶﾜﾍﾞ ﾄｼﾛｳ 石井スポーツスキークラブ
22 10812 杉浦 仁 ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞﾝ 東京都高等学校体育連盟スキー部
23 1768 伊藤 裕行 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
24 11429 西原 優太 ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀ 東京都高等学校体育連盟スキー部
25 2154 康野 皓嗣 ﾔｽﾉ　ｺｳｼﾞ 石井スポーツスキークラブ
26 6535 菅原 俊一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼｶｽﾞ 小平市スキー連盟
27 10660 戸祭 修平 ﾄﾏﾂﾘ ｼｭｳﾍｲ 石井スポーツスキークラブ
28 8378 中村 英樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ ＮＥＣ府中スキー部
29 7050 福島 光伸 ﾌｸｼﾏ ﾐﾂﾉﾌﾞ アートスポーツスキークラブ
30 7891 鈴木 真 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ＧＯＤレーシング
31 11628 大木 貴司 ｵｵｷ ﾀｶｼ ホリディスキークラブ
32 5257 村本 成洋 ﾑﾗﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ サウンズスキークラブ
33 6295 松崎 知宏 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
34 11090 原 佑輔 ﾊﾗ　ﾕｳｽｹ スノーハーベスト
35 1226 林 幸司 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ チーム　ラッシュ
36 1879 篠塚 成輝 ｼﾉﾂﾞｶ ｼｹﾞｷ スキーチームアスリート
37 10677 蔵前 優生 ｸﾗﾏｴ　ﾕｳｾｲ ラッチ（RACH)
38 2847 浅輪 景一 ｱｻﾜ ｹｲｲﾁ アートスポーツスキークラブ
39 4341 吉澤 雅晴 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ エーデル・スキー・クラブ
40 3414 岡部 洋一 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｲﾁ ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
41 7177 宮野 次郎 ﾐﾔﾉ ｼﾞﾛｳ チーム　ラッシュ
42 1047 山本 拓磨 ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｸﾏ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
43 4599 松本 直広 ﾏﾂﾓﾄ　ﾅｵﾋﾛ ジーファクトリー
44 1722 清水 雅友 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄﾓ チーム　ラッシュ
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45 2491 阿部 宗司 ｱﾍﾞ ｿｳｼﾞ グランバン・レーシング
46 7788 三井田 敦弘 ﾐｲﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 石井スポーツスキークラブ
47 1621 吉野 康博 ﾖｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 浅貝スキークラブ
48 3987 前田 将宏 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ アスペンスキークラブ
49 3908 島田 喜久則 ｼﾏﾀﾞ　ｷｸﾉﾘ スラロームスキークラブ
50 8103 深澤 伸朗 ﾌｶｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ ホリディスキークラブ
51 1610 浦野 好紀 ｳﾗﾉ ﾖｼﾉﾘ 浅貝スキークラブ
52 5493 熊谷 和則 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ スキーサークルスリム
53 2480 廣作 拓郎 ﾋﾛｻｸ ﾀｸｵ スキーチームアスリート
54 2039 中川 健介 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ ＧＯＤレーシング
55 3126 森川 勉 ﾓﾘｶﾜ ﾂﾄﾑ グランバン・レーシング
56 2495 佐伯 淳 ｻｴｷ　ｼﾞｭﾝ 浅貝スキークラブ
57 1201 横田 昌治 ﾖｺﾀ ﾏｻﾊﾙ ときスキークラブ
58 10100 中居 重信 ﾅｶｲ ｼｹﾞﾉﾌﾞ スポーツユニティ
59 11121 眞﨑 嵩 ﾏｻｷ ｼｭｳ 東京都高等学校体育連盟スキー部
60 7210 国峰 昇 ｸﾆﾐﾈ ﾉﾎﾞﾙ セッションクラブ東京
61 4366 佐々木 健一 ｻｻｷ　ｹﾝｲﾁ チーム　ラッシュ
62 10659 榎本 龍人 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾂﾄ 東京都中学校体育連盟スキー部
63 6180 清野 雅彦 ｾｲﾉ ﾏｻﾋｺ ＧＯＤレーシング
64 3892 神蔵 順一朗 ｶﾐｸﾗ　ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ アートスポーツスキークラブ
65 9685 市川 知宏 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ カンダハートライブ レーシング
66 2279 三明 拓也 ﾐｱｹ ﾀｸﾔ チーム　ラッシュ
67 11132 大月 暁信 ｵｵﾂｷ　ｱｷﾉﾌﾞ 東京都高等学校体育連盟スキー部
68 4429 石野 雄一 ｲｼﾉ ﾕｳｲﾁ 日立製作所本社スキー部
69 805 紺谷 克昌 ｺﾝﾔ ｶﾂﾏｻ 世田谷区スキー協会
70 6853 尼崎 義郎 ｱﾏｶﾞｻｷ ﾖｼｵ スラロームスキークラブ
71 1193 江尻 利雄 ｴｼﾞﾘ　ﾄｼｵ ＵＮＯスキークラブ
72 11958 青柳 孝行 ｱｵﾔｷﾞ　ﾀｶﾕｷ 若葉スキークラブ
73 2592 谷村 正治 ﾀﾆﾑﾗ　ﾏｻﾊﾙ スノータンネットクラブ
74 199 原 貴士 ﾊﾗ ﾀｶｼ ＧＯＤレーシング
75 3102 柚木 裕明 ﾕﾉｷ　ﾋﾛｱｷ チーム　ラッシュ
76 3405 星野 英郎 ﾎｼﾉ ﾋﾃﾞｵ ゲインレーシングチーム
77 8442 蛭川 恒 ﾋﾙｶﾜ ｺｳ 東京都中学校体育連盟スキー部
78 2273 木村 賢一 ｷﾑﾗ　ｹﾝｲﾁ チーム　ラッシュ
79 10282 山内 大一 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 東京都中学校体育連盟スキー部
80 5679 河村 達哉 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾂﾔ 石井スポーツスキークラブ
81 3311 芦田 研二 ｱｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 三鷹市スキー連盟
82 8088 三井 伸一 ﾐﾂｲ　ｼﾝｲﾁ 三鷹市スキー連盟
83 5871 有馬 卓郎 ｱﾘﾏ ﾀｸﾛｳ ふくろうスキークラブ
84 10274 宮城 良佑 ﾐﾔｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 東京都中学校体育連盟スキー部
85 2275 安川 嘉敬 ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾀｶ チーム　ラッシュ
86 1430 原田 一紀 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 浅貝スキークラブ
87 11466 石幡 周也 ｲｼﾊﾀ ｼｭｳﾔ 東京都中学校体育連盟スキー部
88 10685 小蔵 大成 ｺｿﾞｳ ﾀｲｾｲ 東京都中学校体育連盟スキー部
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89 1306 鳥居 和功 ﾄﾘｲ ｶｽﾞﾖｼ 日立製作所本社スキー部
90 4128 飯岡 方春 ｲｲｵｶ ﾏｻﾊﾙ グランバン・レーシング
91 3219 杉田 雅宏 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ ラッセルスキークラブ
92 6971 笠間 桂次 ｶｻﾏ ｹｲｼﾞ 新宿スキークラブ
93 11634 中神 文彦 ﾅｶｶﾞﾐ　ﾌﾐﾋｺ ファイヤーレーシングチーム
94 10780 村上 博史 ﾑﾗｶﾐ　ﾋﾛｼ 東京都高等学校体育連盟スキー部
95 6857 吉田 正宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ グランバン・レーシング
96 2625 斉藤 幸一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 日本レーシングスキークラブ
97 6080 山田 孝夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ グランバン・レーシング
98 4846 遠藤 太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾛｳ 武蔵野市スキー連盟
99 10656 吉澤 厘佑 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｽｹ 石井スポーツスキークラブ
100 6129 岡田 哲人 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾄ チーム・ビートゥー・ゼット
101 1169 栗原 信一 ｸﾘﾊﾗ　ｼﾝｲﾁ 石井スポーツスキークラブ
102 11962 雅樂 隆人 ｳﾀ ﾘｭｳﾄ 東京都中学校体育連盟スキー部
103 4892 三浦 弘充 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐﾂ ベラーク
104 5419 江尻 京之輔 ｴｼﾞﾘ　ｷｮｳﾉｽｹ 東京都中学校体育連盟スキー部
105 1821 城田 克也 ｼﾛﾀ ｶﾂﾔ 世田谷区スキー協会
106 11475 太田 朋身 ｵｵﾀ ﾄﾓﾐ 東京都中学校体育連盟スキー部
107 11477 塩谷 航之介 ｼｵﾔ ｺｳﾉｽｹ 東京都中学校体育連盟スキー部
108 11722 本多 寛雅 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 東京都中学校体育連盟スキー部
109 12156 有路 篤実 ｱﾘｼﾞ ｱﾂﾐ 特別区職員文化体育会スキー部
110 11520 萩原 英佳 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾖｼ 東京都高等学校体育連盟スキー部
111 6296 鈴木 朋哉 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
112 6288 西原 駿介 ﾆｼﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 石井スポーツスキークラブ
113 11959 矢野 心平 ﾔﾉ　ｼﾝﾍﾟｲ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
114 11118 宮下 茂樹 ﾐﾔｼﾀ　ｼｹﾞｷ スポーツファンクション
115 12056 髙木 翔 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 東京都中学校体育連盟スキー部
116 12101 杉田 空 ｽｷﾞﾀ ｿﾗ ラッセルスキークラブ
117 4317 保江　佳克 ﾔｽｴ　ﾖｼｶﾂ 日立製作所本社スキー部
118 12189 老野生 海渡 ｵｲﾉｼｮｳ ｶｲﾄ アスペンスキークラブ
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119 10814 鳴島 沙紀 ﾅﾙｼﾏ ｻｷ 東京都高等学校体育連盟スキー部
120 9953 荻野 奈々子 ｵｷﾞﾉ ﾅﾅｺ 東京都高等学校体育連盟スキー部
121 10215 佐藤 舞祐 ｻﾄｳ ﾏｲﾕ 石井スポーツスキークラブ
122 3668 増田 真実子 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾐｺ チロルスキークラブ
123 7994 森川 順子 ﾓﾘｶﾜ ﾖﾘｺ 武蔵野市スキー連盟
124 3988 前田 千広 ﾏｴﾀﾞ ﾁﾋﾛ アスペンスキークラブ
125 4573 吉澤 恭子 ﾖｼｻﾞﾜ ｷｮｳｺ エーデル・スキー・クラブ
126 10661 杉下 千明 ｽｷﾞｼﾀ　ﾁｱｷ 石井スポーツスキークラブ
127 4322 萩野 真由子 ﾊｷﾞﾉ ﾏﾕｺ サンダーグスキークラブ
128 2186 西川 桜子 ﾆｼｶﾜ　ｻｸﾗｺ 石井スポーツスキークラブ
129 3043 立野 里佳 ﾀﾃﾉ ﾘｶ ディップス スキークラブ
130 4028 中谷 順子 ﾅｶﾀﾆ　ｼﾞｭﾝｺ スノースケープ
131 9666 三明 良子 ﾐｱｹ　ﾘｮｳｺ チーム　ラッシュ
132 10149 宇田川 藍 ｳﾀﾞｶﾞﾜ　ｱｲ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
133 8199 市川 美枝子 ｲﾁｶﾜ ﾐｴｺ 若葉スキークラブ
134 8104 深澤 かおり ﾌｶｻﾜ ｶｵﾘ ホリディスキークラブ
135 3902 柳島 理早子 ﾔﾅｷﾞｼﾏ　ﾘｻｺ 新宿スキークラブ
136 8379 中村 晶子 ﾅｶﾑﾗ ｱｷｺ ＮＥＣ府中スキー部
137 3875 室田 陽子 ﾑﾛﾀ ﾖｳｺ ＵＮＯスキークラブ
138 5768 大門 由真 ｵｵｶﾄﾞ ﾏﾕ 東京都高等学校体育連盟スキー部
139 6972 笠間 敏江 ｶｻﾏ　ﾄｼｴ 新宿スキークラブ
140 2336 大屋 佳子 ｵｵﾔ ﾖｼｺ 特別区職員文化体育会スキー部
141 3604 斉藤 絵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 大田区役所スキー部
142 3075 太田 ゆかり ｵｵﾀ ﾕｶﾘ 東京燕スキー倶楽部
143 10101 中居 里瑛 ﾅｶｲ ﾘｴ スポーツユニティ
144 4047 篠塚 しのぶ ｼﾉﾂﾞｶ ｼﾉﾌﾞ スキーチームアスリート
145 11517 近藤 基子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｺ 若葉スキークラブ
146 6869 村形 陽子 ﾑﾗｶﾀ ﾖｳｺ ブランシェリースキー クローブ
147 5462 干場 智子 ﾎｼﾊﾞ ﾄﾓｺ 新宿スキークラブ
148 1303 信太 陽子 ｼﾀﾞ　ﾖｳｺ チロルスキークラブ
149 11111 吉川 桜子 ｷｯｶﾜ ｻｸﾗｺ 石井スポーツスキークラブ
150 10358 野上 千尋 ﾉｶﾞﾐ ﾁﾋﾛ カンダハートライブ レーシング
151 2717 城田 千晶 ｼﾛﾀ ﾁｱｷ 世田谷区スキー協会
152 4176 渡辺 美帆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ スポーツユニティ
153 632 黒川 悠文 ｸﾛｶﾜ ﾕﾐ 石井スポーツスキークラブ
154 12157 松澤 翔子 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳｺ 特別区職員文化体育会スキー部
155 12193 木村　眞帆 ｷﾑﾗ ﾏﾎ 石井スポーツスキークラブ
156 1835 松山 暁 ﾏﾂﾔﾏ ｱｷ 東京アマチュア・スキー・クラブ
157 5731 堤　愛理 ﾂﾂﾐ ｱｲﾘ 石井スポーツスキークラブ
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158 7601 小松 晴美 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾐ メティースキークラブ
159 517 喜多 由美 ｷﾀ ﾕﾐ デモネージュスキークラブ
160 5448 坂井 真由美 ｻｶｲ ﾏﾕﾐ 野辺山スキークラブ
161 1775 中島 圭子 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｺ エーデル・スキー・クラブ
162 3308 伊藤 康代 ｲﾄｳ ﾔｽﾖ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
163 3679 川上 真佐子 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 荒川区スキー連盟
164 4569 松本 キヨ子 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｺ 世田谷区スキー協会
165 3826 野尻 幸子 ﾉｼﾞﾘ ｻﾁｺ 世田谷区スキー協会
166 479 岡田 加苗 ｵｶﾀﾞ　ｶﾅｴ ブランシェリースキー クローブ
167 3047 石野 ちはる ｲｼﾉ ﾁﾊﾙ 日立製作所本社スキー部
168 2223 吉岡 ゆかり ﾖｼｵｶ ﾕｶﾘ カンダハートライブ レーシング
169 5369 酒井 ますみ ｻｶｲ　ﾏｽﾐ チロルスキークラブ
170 3955 谷 寿子 ﾀﾆ ﾋｻｺ 三田ディモンズクラブ
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171 77 塩沢 重利 ｼｵｻﾞﾜ ｼｹﾞﾄｼ ホワイトリボンスキークラブ
172 4225 坂崎 一郎 ｻｶｻﾞｷ ｲﾁﾛｳ アートスポーツスキークラブ
173 1349 関 義男 ｾｷ ﾖｼｵ 二十日石アルペンスキークラブ
174 1079 堂内 憲治 ﾄﾞｳｳﾁ ｹﾝｼﾞ 若葉スキークラブ
175 3039 福原 力 ﾌｸﾊﾗ ﾁｶﾗ ディップス スキークラブ
176 3010 藤森 幸三 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳｿﾞｳ 二十日石アルペンスキークラブ
177 7594 横内 善雄 ﾖｺｳﾁ ﾖｼｵ 若葉スキークラブ
178 1208 遊佐 詔一 ﾕｻ ｼｮｳｲﾁ 特別区職員文化体育会スキー部
179 6671 村上 靖 ﾐﾗｶﾐ　ﾔｽｼ チーム　ラッシュ
180 3678 川上 光一 ｶﾜｶﾐ ﾐﾂｶｽﾞ ジーファクトリー
181 4873 髙橋 幸男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 特別区職員文化体育会スキー部
182 7651 吉田 治彦 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 三田ディモンズクラブ
183 6842 谷 善樹 ﾀﾆ ﾖｼｷ 三田ディモンズクラブ
184 3662 新村 末雄 ｼﾝﾑﾗ　ｽｴｵ 特別区職員文化体育会スキー部
185 2982 深澤 六男 ﾌｶｻﾞﾜ ﾑﾂｵ トルベ・コムラード
186 6142 長井 明 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ 新宿スキークラブ
187 2188 東出 憲一 ﾋｶﾞｼﾃﾞ　ｹﾝｲﾁ 江東区スキー連盟
188 11518 川原 英之 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 若葉スキークラブ
189 3269 佐藤 忠雄 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵ ブランシェリースキー クローブ
190 1365 板倉 治男 ｲﾀｸﾗ ﾊﾙｵ 日本レーシングスキークラブ
191 3107 平田 昌範 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾉﾘ サウンズスキークラブ
192 2540 見波 弘 ﾐﾅﾐ　ﾋﾛｼ 武蔵野市スキー連盟
193 13 深見 国興 ﾌｶﾐ ｸﾆｵｷ クラシックスキークラブ
194 484 片山 恒次 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞ スラロームスキークラブ
195 1266 川上 惇 ｶﾜｶﾐ ｱﾂｼ アルピナグループ
196 6100 谷 啓 ﾀﾆ　ｱｷﾗ Ｚスキークラブ
197 5071 酒井 孝一 ｻｶｲ ﾀｶｶｽﾞ 東京スキー研究会
198 2831 佐藤 久人 ｻﾄｳ　ﾋｻﾄ ヴェーデルンスキークラブ
199 3924 星 貞清 ﾎｼ ｻﾀﾞｷﾖ ウィンズスキークラブ
200 3398 長谷川 春彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙﾋｺ ＫＤＤＩスキークラブ
201 3621 仲山 俊夫 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｵ 東京都庁体育会スキー部
202 1812 石川 賢一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 東京スポーツマンクラブ
203 4113 松澤 宏一 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ クラシックスキークラブ
204 10350 星 勝実 ﾎｼ ｶﾂﾐ 練馬区スキー協会
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205 5252 前波 賢彦 ﾏｴﾊﾞ　ﾀｶﾋｺ 若葉スキークラブ
206 11799 高力 敦 ｺｳﾘｷ　ｱﾂｼ 港区スキー連盟
207 6310 宇佐見 裕 ｳｻﾐ ﾕﾀｶ スラロームスキークラブ
208 753 中山 圭三 ﾅｶﾔﾏ　ｹｲｿﾞｳ チーム　ラッシュ
209 3954 藤枝 良男 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾖｼｵ Ｚスキークラブ

210 3112 大江 健嗣 ｵｵｴ　ｹﾝｼﾞ
チームディーエルベーハースキーク
ラブ

211 5292 澤田 祐二 ｻﾜﾀﾞ　ﾕｳｼﾞ ブランシェリースキー クローブ
212 2276 山本 秀作 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｻｸ 特別区職員文化体育会スキー部
213 2782 谷延 愼司 ﾀﾆﾉﾌﾞ　ｼﾝｼﾞ ヴェーデルンスキークラブ
214 11784 佐藤 吏 ｻﾄｳ ﾂｶｻ Ｚスキークラブ
215 1546 久宗 克也 ﾋｻﾑﾈ ｶﾂﾔ スラロームスキークラブ
216 8778 相沢 孝 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶｼ 八王子スキー連盟
217 6312 小林 東次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳｼﾞ ディップス スキークラブ
218 3261 梅原 久 ｳﾒﾊﾗ ﾋｻｼ Ｚスキークラブ
219 1836 宮崎 浩 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｼ ステューピッドスキークラブ
220 2769 石井 哲也 ｲｼｲ ﾃﾂﾔ スラロームスキークラブ
221 2335 神田 友義 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ ＵＮＯスキークラブ
222 3377 倉田 龍介 ｸﾗﾀ　ﾘｭｳｽｹ 東京都庁体育会スキー部
223 2037 田中 敏明 ﾀﾅｶ　ﾄｼｱｷ 東京消防庁スキー部
224 11344 塩原 明之 ｼｵﾊﾞﾗ　ｱｷﾕｷ 練馬区スキー協会
225 1645 鳥居 正行 ﾄﾘｲ　ﾏｻﾕｷ ＵＮＯスキークラブ
226 5713 田中 成幸 ﾀﾅｶ ﾅﾘﾕｷ 二十日石アルペンスキークラブ
227 8313 三浦 一秋 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｱｷ Ｚスキークラブ
228 2329 佐藤 和彦 ｻﾄｳ　ｶｽﾞﾋｺ 練馬区スキー協会
229 6476 吉原 稔幸 ﾖｼﾊﾗ　ﾄｼﾕｷ ステューピッドスキークラブ
230 10239 市村 昇 ｲﾁﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ ユーエスエムアール
231 2579 中澤 孝幸 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾀｶﾕｷ 特別区職員文化体育会スキー部
232 5151 高見 淳 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾝ 東京消防庁スキー部
233 2382 篠原 幾也 ｼﾉﾊﾗ ｲｸﾔ アカデミースキークラブ
234 1278 大久保 雅司 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ ＵＮＯスキークラブ
235 3249 松矢 英晶 ﾏﾂﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 日本レーシングスキークラブ
236 11646 笠間 雄二 ｶｻﾏ ﾕｳｼﾞ スラロームスキークラブ
237 5766 武田 基秀 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄﾋﾃﾞ 三鷹市スキー連盟
238 12118 細田 清 ﾎｿﾀﾞ ｷﾖｼ Happiness（ハピネス）スキークラブ
239 8320 横井 幹 ﾖｺｲ　ﾐｷ 日立製作所本社スキー部
240 4152 野中 史久 ﾉﾅｶ　ﾌﾐﾋｻ スラロームスキークラブ
241 11516 井原 悟 ｲﾊﾗ ｻﾄﾙ 若葉スキークラブ
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242 2636 吉田 裕 ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾛｼ チーム　ラッシュ
243 4611 笛木 正一 ﾌｴｷ　ｼｮｳｲﾁ チーム　ラッシュ
244 11793 佐藤 義清 ｻｲﾄｳ　ﾉﾘｷﾖ 日本レーシングスキークラブ
245 5759 丸山 貴宏 ﾏﾙﾔﾏ　ﾀｶﾋﾛ スノースケープ
246 11938 信太 真二 ｼﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ チロルスキークラブ
247 5234 沼田 雅人 ﾇﾏﾀ ﾏｻﾄ チーム　ラッシュ
248 3177 朝比奈 秀樹 ｱｻﾋﾅ　ﾋﾃﾞｷ ＮＴＴ東京スキー部
249 5122 清水 則雪 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾕｷ 日立製作所本社スキー部
250 5374 竹内 弘之 ﾀｹｳﾁ　ﾋﾛﾕｷ 三田ディモンズクラブ
251 2706 浦井 芳洋 ｳﾗｲ ﾖｼﾋﾛ Ｚスキークラブ
252 3703 石川 忠良 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ 東京スポーツマンクラブ
253 7566 田中 智樹 ﾀﾅｶ　ﾄﾓｷ ゲインレーシングチーム
254 412 野原 徹雄 ﾉﾊﾗ ﾃﾂｵ ウィッツ
255 2038 入江 哲郎 ｲﾘｴ　ﾃﾂﾛｳ ステューピッドスキークラブ
256 4377 亀山 詔一 ｶﾒﾔﾏ　ｼｮｳｲﾁ ゲインレーシングチーム
257 3464 増田 卓郎 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾛｳ チロルスキークラブ
258 7604 松山 光男 ﾏﾂﾔﾏ　ﾐﾂｵ 東京アマチュア・スキー・クラブ
259 5400 高橋 貞史 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞｼ 東京都庁体育会スキー部
260 11085 山田 勝巳 ﾔﾏﾀﾞ　ｶﾂﾐ ホワイト・ベア・クラブ
261 3023 友野 喜正 ﾄﾓﾉ ﾖｼﾏｻ ＵＮＯスキークラブ
262 7460 佐藤 善紀 ｻﾄｳ　ﾖｼﾉﾘ 町田市スキー連盟
263 8318 大門 一郎 ｵｵｶﾄﾞ ｲﾁﾛｳ クオリティ・セブン
264 5757 大中 友志 ｵｵﾅｶ　ﾕｳｼﾞ スノースケープ
265 11800 小山 健司 ｺﾔﾏ　ｹﾝｼﾞ 港区スキー連盟
266 2543 柏木 直人 ｶｼﾜｷﾞ　ﾅｵﾄ ヴェーデルンスキークラブ
267 1368 難波 昭信 ﾅﾝﾊﾞ　ｱｷﾉﾌﾞ ＵＮＯスキークラブ
268 11504 兜森 清忠 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ｷﾖﾀﾀﾞ 石井スポーツスキークラブ
269 1518 鳥海 悟 ﾄﾘｳﾐ　ｻﾄﾙ チーム　ラッシュ
270 3272 滝沢 誠 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｺﾄ エーデル・スキー・クラブ
271 11123 中西 学 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾌﾞ Ritzスキークラブ
272 11533 薄井 英幸 ｳｽｲ ﾋﾃﾞﾕｷ ステューピッドスキークラブ
273 1789 清水 誠 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ ゲインレーシングチーム
274 5398 小松 俊彦 ｺﾏﾂ　ﾄｼﾋｺ 武蔵村山スキー協会
275 6478 舘内 直人 ﾀﾃｳﾁ ﾅｵﾄ ステューピッドスキークラブ
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