
ビブ SAKコード 氏名 フリガナ 所属クラブ クラス 種目

1 9002040 白井　嘉子 シライ　ヨシコ 横浜スポーツマンクラブ 女子C
2 西畑　久美子 ニシハタ　クミコ 横浜スポーツマンクラブ
3 高木 和子 タカギ カズコ 横浜市教職員スキー同好会
4 928880 久保田　昌恵 クボタ　マサエ 166K-power
5 土屋　理恵 ツチヤ　リエ 横浜スキークラブ
6 今野　裕子 コンノ ヤスコ 横浜市教職員スキー同好会
7 西尾　桂子 ニシオ ケイコ パナソニック横浜スキー部
8 山口　直美 ヤマグチ ナオミ 個人 GSのみ
9 渋谷　麻里 シブヤ マリ パナソニック横浜スキー部

10 中野　敬子 ナカノ ケイコ 日立横浜スキー部 女子B
11 高橋　由紀 タカハシ　ユキ 横浜YYSC
12 今野　善江 コンノ ヨシエ 横浜市教職員スキー同好会
13 室井　正美 ムロイ　マサミ 横浜スポーツマンクラブ
14 貝森　智栄 カイモリ トモエ 住友電工　スキークラブ
15 宮脇　睦代 ミヤワキ ムツヨ 個人
16 小薗江　結 オソノエ ユイ 横浜市教職員スキー同好会 女子A
17 秋元　真梨花 アキモト　マリカ 横浜スベロー会
18 吉田　雪絵 ヨシダ ユキエ 横浜市教職員スキー同好会
19 3021364 市村　綾花 イチムラ　アヤカ 横浜スキークラブ
20 鈴木　智弓 スズキ　マユミ 横浜スキークラブ
21 山口　千佳 ヤマグチ チカ 個人 高校生 GSのみ
22 井上　和奏 イノウエ ワカナ 個人 中学生 GSのみ
31 大原　伸悦 オオハラ ノブヨシ 横浜アルペンスキークラブ 男子J
32 9003292 松岡　晃一 マツオカ コウイチ 横浜スポーツマンクラブ
33 鈴木　瑛 スズキ　アキラ 横浜スキークラブ
34 050981 三浦　光雄 ミウラ　ミツオ 横浜スキークラブ
35 菊池　幸久 キクチ ユキヒサ 横浜スポーツマンクラブ
36 川上　剛 カワカミ ツヨシ 個人 SLのみ
37 溝口　謙 ミゾグチ ケン 横浜市教職員スキー同好会
38 青木　朝男 アオキ アサオ 住友電工　スキークラブ
39 綿貫　幸男 ワタヌキ ユキオ 横浜スポーツマンクラブ 男子I
40 松尾　智 マツオ　サトシ ユーベルスキークラブ
41 鈴木　勉 スズキ ツトム 横浜市教職員スキー同好会
42 今野　康一 コンノ コウイチ ユーベルスキークラブ
43 061936 小石　満 コイシ　ミツル 横浜スキークラブ
44 武井　英夫 タケイ ヒデオ 個人(O) 男子H
45 堀内　泰雄 ホリウチ　ヤスオ 横浜スキークラブ
46 秋元　克之 アキモト カツユキ 横浜スベロー会
47 81617 千葉　豊 チバ　ユタカ 横浜YYSC
48 篠村　竹美 シノムラ　タケミ 横浜スキークラブ
49 新井　靖晴 アライ ヤスハル 横浜市教職員スキー同好会
50 堂田　輝美 ドウダ　テルミ ユーベルスキークラブ
51 大内　宣弘 オオウチ　ノブヒロ 横浜スキークラブ
52 和田　弘 ワダ ヒロシ 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ部
53 香川　慎一郎 カガワ　シンイチロウ ユーベルスキークラブ
54 長澤　敏一 ナガワワ　トシカズ ユーベルスキークラブ 男子G
55 武田 修 タケダ オサム 個人
56 蓑崎 永一 ミノザキ エイイチ 個人
57 吉澤　純一 フルサワ　ジュンイチ 横浜YYSC
58 田邊　智久 タナベ トモヒサ 日立文体スキー部
59 893311 野村 和也 ノムラ カズヤ パナソニック横浜スキー部
60 石田　隆 イシダ タカシ 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ部
61 河村　弘隆 カワムラ ヒロタカ 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ部
62 中野　恭秀 ナカノ ヤスヒデ 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ部 GSのみ
63 952766 相原　美之 アイハラ ミユキ 個人
64 加藤　順一 カトウ ジュンイチ 横浜スポーツマンクラブ GSのみ
65 福地　正憲 フクチ　マサノリ てんぐスキークラブ
66 香川　雄二 カガワ ユウジ 住友電工　スキークラブ
67 014779 伊藤　忠義 イトウ　タダヨシ 横浜アルペンスキークラブ
68 山根　安彦 ヤマネ ヤスヒコ 三菱重工横浜
69 873945 八乙女　巌 ヤオトメ　イワオ 横浜YYSC
70 森岡　達雄 モリオカ　タツオ 横浜スキークラブ
71 本川　覚 ホンカワ サトル てんぐスキークラブ
72 中野　哲夫 ナカノ テツオ 日立横浜スキー部
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73 山科　晶人 ヤマシナ マサト 畑中塾
74 950754 新穂　浩士 ニイボ ヒロシ 横浜スベロー会
75 16578 稲田　竜平 イナダ　リュウヘイ 横浜YYSC 男子F
76 木村　祐介 キムラ ユウスケ てんぐスキークラブ
77 平澤　多嘉史 ヒラサワ　タカシ ユーベルスキークラブ
78 小沢　慶昭 オザワ ヨシアキ 個人
79 宮脇　聡 ミヤワキ サトシ 個人
80 142682 川畑　康 カワバタ　ヤスシ てんぐスキークラブ
81 渡邊　佳洋 ワタナベ ヨシヒロ 横浜スベロー会 GSのみ
82 0904727 中路　信哉 ナカジ　シンヤ 三菱重工横浜
83 中村　哲治 ナカムラ　テツジ ユーベルスキークラブ
84 泉沢　征弘 イズミサワ ユキヒロ 個人(O)
85 137666 志田　達也 シダ　タツヤ てんぐスキークラブ
86 023987 貝森　善春 カイモリ ヨシハル 住友電工　スキークラブ
87 佐藤　豊久 サトウ　トヨヒサ 横浜YYSC
88 石田　一成 イシダ カズナリ 個人
89 野水　和人 ノミズ カズト 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰ部 男子E
90 981572 佐藤　良雄 サトウ　ヨシオ 横浜YYSC SLのみ
91 高橋 浩一 タカハシ　コウイチ テルモ湘南センタースキー部 SLのみ
92 今野　武夫 コンノ タケオ 横浜市教職員スキー同好会
93 0981571 一場　一彦 イチバ　カズヒコ 横浜YYSC
94 石橋　信正 イシバシ ノブマサ 三菱重工横浜
95 伊藤　敦 イトウ　アツシ ユーベルスキークラブ
96 700072 土屋　朋論 ツチヤ　トモノリ てんぐスキークラブ
97 遠藤　仁 エンドウ ヒトシ 三菱重工横浜
98 瀬戸井　毅 セトイ　タケシ てんぐスキークラブ
99 小泉　奏一郎 コイズミ ソウイチロウ 横浜スベロー会

100 遠藤　良一 エンドウ リョウイチ パナソニック横浜スキー部
101 0981570 阿部　宏昭 アベ　ヒロアキ 横浜YYSC 男子D
102 939897 柳沢　俊匡 ヤナギサワ トシクニ 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ部
103 斉藤　慎次郎 サイトウ　シンジロウ てんぐすきークラブ
104 946702 本間　法敬 ホンマ ノリタカ 住友電工　スキークラブ
105 916315 伊藤　和海 イトウ　カズミ てんぐすきークラブ
106 柳瀬　貴之 ヤナセ タカユキ 日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ部
107 古川　潤 フルカワ ジュン 個人
108 竹澤　昭郎 タケザワ アキオ 横浜市教職員スキー同好会 男子C GSのみ
109 古沢　佑介 フルサワ　ユウスケ ユーベルスキークラブ
110 依田 豊樹 ヨダ ヒロキ パナソニック横浜スキー部
111 996216 巻尾　優貴 マキオ　ユウキ 横浜スポーツマンクラブ
112 小林 勇太 コバヤシ ユウタ 横浜スベロー会 男子B
113 後藤　圭佑 ゴトウ ケイスケ 三菱重工横浜
114 750001 吉田 幸史 ヨシダ コウジ 横浜市教職員スキー同好会 男子A SLのみ
115 山科　盛人 ヤマシナ モリト 畑中塾
116 関　直道 セキ ナオミチ フェスク(FESC )
117 山口　凌汰 ヤマグチ リョウタ 個人 GSのみ
118 山下　勇輝 ヤマシタ　ユウキ 個人 GSのみ
119 黒岩　翔 クロイワ　ショウ 横浜スキークラブ

※　種目の空白欄の方は、２種目（SL,GS)エントリー


