
氏名 県名 所属 ポイント
大塚　太 新潟 TEAM212 0.00
本多　幸助 東京 シーハイルスキークラブ 37.49
澤田　知希 愛知 イエティー 41.60
寺田　康平 愛知 望幻Hadashi 44.30
グザヴィエギシュナル FSGT 52.00
齋藤　翔平 神奈川 SGRT 61.37
宮川　一 神奈川 SGRT 62.53
中岡　滉 和歌山 すべりやスキークラブ 66.64
吉越　貴幸 神奈川 SGRT 68.30
小田切知樹 東京 練馬ヒューマン 75.00
近俊範次 滋賀 SC雪 80.90
木附　雄祐 一般 あさがお 82.81
横田　耕一 新潟 メトコス 84.10
岸本　高志 兵庫 ドナルドダック 88.98
岸裏将 和歌山 ビュースタースポーツファミリィ 91.61
荻原正治 群馬 前橋スベロー 95.05
桶谷政博 東京 シーハイル 98.15
榎内　康夫 東京 シーハイルスキークラブ 100.02
花井崇行 埼玉 浦和ＳＣ 111.36
三宅　秀和 愛知 イエティー 116.07
澤田藍雅 愛知 イエティ 116.95
石澤　良友 東京 まっくろけ 122.61
齋藤　和敏 神奈川 ディープスノーSC 126.85
横川　一星 東京 シーハイルスキークラブ 128.65
野瀬孝 滋賀 ドルフィンSC 128.97
高橋　勝美 東京 スラロームスキークラブ 129.16
浜津順平 東京 プレアデス 132.19
加藤　順一 一般 横浜スポーツマンクラブ 132.50
聞間　至 東京 チーム・スポーツ板橋 135.33
澤田安利 愛知 イエティ 135.46
関口誠一 埼玉 浦和SC 136.31
油布　浩 埼玉 白い仲間SC 140.20
和田　利男 兵庫 ACTIV 140.20
三宅　幸一 愛知 直滑降 140.33
富田　佳孝 埼玉 浦和SC 141.87
平沢　勇 東京 スラロームスキークラブ 141.87
佐藤喜一 東京 スラロームSC 144.17
髙橋　久 神奈川 SGRT 147.65
荻原　洋一 東京 シュプールスキークラブ 150.22
朝倉義弘 兵庫 ＡＣＴＩＶ 151.32
森　康夫 栃木 ホワイトインパルスSC 155.35
杉山真 石川 スキークラブなだれ 158.03
梶田　幸孝 愛知 望幻Hadashi 160.49
石川　正三 埼玉 SCエール 163.31
吉越　将太郎 神奈川 SGRT 165.24
吉田　政司 一般 和歌山県スキー連盟 166.27
坂下和修 京都 バーティカル 169.88
倉ケ谷晴夫 富山 ゆきだるま 173.34
神田章 新潟 TEAM212 174.10
小山豊 新潟 TEAM216SC 178.18
赤木　徹郎 大阪 黒姫スキークラブ 178.47
阿部　憲太郎 一般 あさがお 181.67
刈谷　拓爾 京都 バーティカル 182.32
上田　多聞 東京 練馬ヒューマンスキークラブ 182.83
津田　幸祐 一般 あさがお 184.88
一場国博 群馬 前橋スベロー 192.43
宮森　重雄 東京 まっくろけ 192.97
長谷川好秀 群馬 前橋スベロー 199.20
小島功 滋賀 ブラッファーズSSC 200.69
高橋　央 東京 チーム・スポーツ板橋 203.12
長島信三 静岡 ゆきんこ 211.72
中岡　大 和歌山 すべりやスキークラブ 226.87
佐々木睦昭 千葉 素喜人 236.47
荒木健吉 神奈川 ＳＧＲＴ 236.68
岡田章男 埼玉 上尾シルフィード 240.96
西田豊 京都 バーティカル 243.60
南雲幸一 神奈川 251.59
細井尚輝 群馬 前橋スベロー 256.51
矢吹健 東京 銀嶺 262.79
宮本貞之 埼玉 エールSC 265.83
岡本敏光 富山 ゆきだるまSC 274.75
市川　正幸 東京 どさんこ・ウィークデー 275.79
後藤寛 神奈川 スノーブリーズ 276.10
岡島外喜紀 京都 シティＳＣ 278.42
石垣康夫 大阪 北大阪ＳＣ 280.31
森田克暁 東京 プレアデス 284.31
花井智行 埼玉 浦和ＳＣ 287.09
宮川紀生 神奈川 横浜モルゲンロートSC 293.45
高橋泰文 東京 チーム・スポーツ板橋 296.25
寺田　康男 愛知 望幻Hadashi 300.57
笠原　成二 群馬 前橋スベロー 301.21
中嶋穣司 滋賀 忍者 302.23
小山孝夫 京都 望峰 304.01
大塚義孝 北海道 札幌スキーフレンド 319.75
石倉　充敏 和歌山 シュカブラスキークラブ 319.95
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中村高久 静岡 ボーゲンSC 325.19
穂積　麦 群馬 前橋スベロー 325.35
水上昇 東京 まっくろけ 328.03
神山　耕一 静岡 スキークラブゆきんこ 333.95
横田力 新潟 345.41
福島明 東京 シーハイル 346.79
松浦七郎 東京 シュプール 347.73
藤田克彦 石川 Wスカイ 349.14
松井　紀雄 群馬 前橋スベロー 350.64
河村真治 北海道 カルナスキークラブ 357.97
堀井幸保 東京 銀嶺 362.27
岩崎繁嗣 大阪 北大阪ＳＣ 363.26
丸山和夫 京都 雪おこし 369.13
海野茂 東京 378.19
柴田敏 東京 スラローム 394.63
三宅典之 埼玉 １Ｄａｙｓ 400.06
川本英春 京都 望峰 404.22
中江寿徳 北海道 岩見沢ホワイトフレンド 405.08
秋田裕也 栃木 宇都宮ボーゲンＳＣ 406.33
子安正和 長野 奥信濃SC 409.75
加藤直宏 静岡 わた雪 411.45
花井康行 埼玉 浦和ＳＣ 411.53
示村隆史 石川 Ｗスカイ 414.95
横山淳一 埼玉 浦和SC 421.56
小山豊 新潟 TEAM212 428.53
池田満夫 東京 スラローム 433.72
千木良明生 群馬 前橋スベロークラブ 438.59
中川義久 兵庫 ＡＣＴＩＶ 454.65
岡野哲也 群馬 前橋スベロークラブ 457.35
木村博 埼玉 上尾シルフィード 463.51
陶山彰二 神奈川 エルベSC 466.45
宮本豊 埼玉 浦和SC 473.05
北村純一 埼玉 1Days 473.80
三浦好雄 滋賀 ブラッファーズSSC 478.47
ベルナールデルガド FSGT 481.65
アルノベルティエ FSGT 511.03
阿部恭三 埼玉 上尾シルフィード 520.71
朝倉照栄 兵庫 ＡＣＴＩＶ 550.85
藤崎敏行 滋賀 ふるさとＳＣ 577.07
伊藤友弘 新潟 TEAM214SC 630.15
岸裏一起 和歌山 ビュースタースポーツファミリイー 646.21
加瀬真勇 神奈川 横浜モルゲンロートSC 708.95
西村文男 福岡 となかい 719.25
三上保孝 京都 森の会 843.80
長尾正二 長野 SCろくもんて 866.45
熊崎吉明 長野 黒姫スキーセンター 915.95
出崎福男 東京 コロポックル 967.72
北島邦茂 東京 シュプール 970.84
森田英二 京都 森の会 973.78
足立研一 長野 奥信濃スキークラブ 1000.00
荒川邦弘 京都 望峰 1000.00
飯田　拓也 あさがお 1000.00
金田忠 京都 バーディカル 1000.00
川崎繁藤 東京 町田シャスネージュ 1000.00
黒田一郎 神奈川 だいすき－くらぶ 1000.00
肥塚正 長野 黒姫スキーセンタークラブ 1000.00
小島英行 富山 シルバースター 1000.00
佐藤晃山 埼玉 白い翼 1000.00
杉村雄一 東京 こなゆき 1000.00
瀬木正直 岐阜 1000.00
多賀重雄 滋賀 ドルフィンSSC 1000.00
武田　健一 東京 練馬ヒューマンSC 1000.00
竹山誠一 滋賀 ブラッファーズＳＳＣ 1000.00
富田大埜 埼玉 浦和ＳＣ 1000.00
内藤八郎 長野 SCろくもんて 1000.00
中野　文雄 静岡 ゆきんこ 1000.00
中村淳 群馬 前橋スベロークラブ 1000.00
南雲敏幸 神奈川 1000.00
浜中岳史 滋賀 ブラッファーズＳＳＣ 1000.00
坂内啓治 新潟 TEAM212SC 1000.00
本田満 千葉 素喜人 1000.00
牧野昭裕 東京 まっくろけ 1000.00
松本浩一 石川 スキークラブなだれ 1000.00
真鍋俊男 群馬 太田セブンスノー 1000.00
皆川貞盈 群馬 前橋スベロークラブ 1000.00
宮森三男 東京 まっくろけ 1000.00
村本博司 東京 シュプール 1000.00
山村章 富山 個人 1000.00
吉田光春 神奈川 SGRT 1000.00
米屋秀治 東京 シュプール 1000.00
浜井　慧 あさがお 1000.00



氏名 県名 所属 ポイント
刈谷　梓 京都 バーティカル 0.00
永田幸恵 25.00
棚橋和奏 愛知 イエティ 29.31
富田めぐみ 埼玉 浦和ＳＣ 75.00
本多　賜代 東京 シーハイルスキークラブ 104.40
長島桃子 群馬 チームＳＤＢ 120.54
加藤　レイネ 一般 横浜スポーツマンクラブ 124.29
山口　信子 東京 練馬ヒューマンスキークラブ 132.62
荒波　杏 神奈川 SGRT 140.12
東海林麗 千葉 164.88
一場京子 群馬 前橋スベロー 178.37
桶谷牧子 東京 シーハイル 197.28
添田陽子 東京 スラローム 201.90
安藤恵津子 東京 スラローム 230.16
佐野薫 京都 かぷりこーん 244.68
末広明美 東京 スラロームSC 245.17
長谷川かよ子 東京 豊島SC 248.25
神倉充子 大阪 北大阪スキークラブ 264.53
安藤洋子 愛知 深雪 279.10
明星栄子 大阪 大阪ＲＣスキークラブ 294.23
松岡貴子 京都 バーティカル 306.81
橋本奈都子 神奈川 スノーブリーズ 358.95
小田切梅雨子 東京 練馬ヒューマン 360.57
岸裏侑那 和歌山 ビュースタースポーツファミリイー 383.76
伊藤喜子 神奈川 ディープスノー 391.99
南雲美緒 群馬 前橋スペロー 405.82
加藤真理子 愛知 直滑降 438.78
東山千恵子 千葉 華麗に滑ろうスキースノーボードの会 523.60
坪井多恵 大阪 590.83
伊藤みどり 栃木 宇都宮ボーゲンＳＣ 687.84
児玉三枝子 千葉 華麗に滑ろうスキースノーボードの会 702.54
平沢千里 埼玉 １Ｄａｙ 783.05
土屋静恵 東京 雪舞 791.29
西田節子 滋賀 SC雪 833.78
馬場圭美 神奈川 東京デフSC 942.97
佐々木美香 東京 スラローム 987.20
加藤瑠璃 愛知 イエティ 1000.00
岸裏風香 和歌山 ビュースターSF 1000.00
岸裏睦子 和歌山 ビュースタースポーツファミリイー 1000.00
熊田朋子 石川 スキークラブなだれ 1000.00
近藤展子 北海道 函館ナチュラリスト 1000.00
菅谷洋子 群馬 前橋スペロー 1000.00
関口雅子 埼玉 浦和SC 1000.00
中村百合子 群馬 前橋スベロークラブ 1000.00
牧野美智子 東京 まっくろけ 1000.00
山口幸子 滋賀 フフッフアーズ 1000.00
吉越小雪 神奈川 SGRT 1000.00
荒波　文 神奈川 SGRT 1000.00
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氏名 県名 所属 ポイント
寺田康平 愛知 望幻Hadashi 0.00
グザヴィエギシュナル FSGT 27.00
齊藤翔平 神奈川 SGRT 38.48
小田切知樹 東京 練馬ヒューマン 50.00
本多幸助 東京 シーハイルSC 50.15
近俊範次 滋賀 SC雪 55.90
岸裏将 和歌山 ビュースタースポーツファミリィ 66.61
荻原正治 群馬 前橋スベロー 70.05
桶谷政博 東京 シーハイル 73.15
大塚太 新潟 TEAM212SC 75.35
横田耕一 新潟 メトコスSC 82.38
三宅幸一 愛知 直滑降 83.22
花井崇行 埼玉 浦和ＳＣ 86.36
澤田藍雅 愛知 イエティ 91.95
吉越貴幸 神奈川 SGRT 92.85
中岡滉 和歌山 すべりやスキークラブ 99.75
野瀬孝 滋賀 ドルフィンSC 103.18
高橋久 神奈川 SGRT 103.41
浜津順平 東京 プレアデス 105.75
澤田安利 愛知 イエティ 108.37
関口誠一 埼玉 浦和SC 109.05
佐藤喜一 東京 スラロームSC 115.34
朝倉義弘 兵庫 ＡＣＴＩＶ 121.06
平沢勇 東京 スラローム 125.92
杉山真 石川 スキークラブなだれ 126.43
榎内康夫 東京 シーハイル 131.29
吉越将太郎 神奈川 ＳＧＲＴ 132.30
梶田幸孝 愛知 望幻Hadashi 134.48
坂下和修 京都 バーティカル 135.91
倉ケ谷晴夫 富山 ゆきだるま 138.67
神田章 新潟 TEAM212 139.28
小山豊 新潟 TEAM216SC 142.55
聞間至 東京 チーム・スポーツ板橋 145.05
一場国博 群馬 前橋スベロー 153.94
長谷川好秀 群馬 前橋スベロー 159.36
小島功 滋賀 ブラッファーズSSC 160.56
長島信三 静岡 ゆきんこ 169.38
石川正三 埼玉 エールSC 178.00
和田利男 兵庫 ＡＣＴＩＶ 180.54
佐々木睦昭 千葉 素喜人 189.18
高橋勝美 東京 スラローム 189.23
荒木健吉 神奈川 ＳＧＲＴ 189.35
松井紀雄 群馬 前橋スベロー 190.10
岡田章男 埼玉 上尾シルフィード 192.77
西田豊 京都 バーティカル 194.88
南雲幸一 神奈川 201.27
穂積麦 群馬 前橋スベロー 203.44
細井尚輝 群馬 前橋スベロー 205.21
矢吹健 東京 銀嶺 210.23
宮本貞之 埼玉 エールSC 212.67
中野文雄 静岡 ゆきんこ 213.51
岡本敏光 富山 ゆきだるまSC 219.80
後藤寛 神奈川 スノーブリーズ 220.88
岡島外喜紀 京都 シティＳＣ 222.73
石垣康夫 大阪 北大阪ＳＣ 224.24
森田克暁 東京 プレアデス 227.45
赤木徹郎 大阪 黒姫ＳＣ 228.36
斉藤和敏 神奈川 ディープスノー 228.71
花井智行 埼玉 浦和ＳＣ 229.67
宮川紀生 神奈川 横浜モルゲンロートSC 234.76
高橋泰文 東京 チーム・スポーツ板橋 237.00
中嶋穣司 滋賀 忍者 241.79
小山孝夫 京都 望峰 243.20
大塚義孝 北海道 札幌スキーフレンド 255.80
中村高久 静岡 ボーゲンSC 260.15
水上昇 東京 まっくろけ 262.42
横田力 新潟 276.33
神山耕一 静岡 ゆきんこ 276.93
福島明 東京 シーハイル 277.43
松浦七郎 東京 シュプール 278.19
藤田克彦 石川 Wスカイ 279.32
河村真治 北海道 カルナスキークラブ 286.38
堀井幸保 東京 銀嶺 289.81
岩崎繁嗣 大阪 北大阪ＳＣ 290.60
丸山和夫 京都 雪おこし 295.30
海野茂 東京 302.55
武田健一 東京 練馬ヒューマンSC 311.37
柴田敏 東京 スラローム 315.70
三宅典之 埼玉 １Ｄａｙｓ 320.05
石倉充敏 和歌山 シュカブラSC 323.19
川本英春 京都 望峰 323.37
中江寿徳 北海道 岩見沢ホワイトフレンド 324.06
秋田裕也 栃木 宇都宮ボーゲンＳＣ 325.06
子安正和 長野 奥信濃SC 327.80
加藤直宏 静岡 わた雪 329.16
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花井康行 埼玉 浦和ＳＣ 329.23
示村隆史 石川 Ｗスカイ 331.96
横山淳一 埼玉 浦和SC 337.25
刈谷拓爾 京都 バーティカル 338.97
小山豊 新潟 TEAM212 342.82
池田満夫 東京 スラローム 346.98
千木良明生 群馬 前橋スベロークラブ 350.87
中川義久 兵庫 ＡＣＴＩＶ 363.72
岡野哲也 群馬 前橋スベロークラブ 365.88
木村博 埼玉 上尾シルフィード 370.81
陶山彰二 神奈川 エルベSC 373.16
宮本豊 埼玉 浦和SC 378.44
北村純一 埼玉 1Days 379.04
三浦好雄 滋賀 ブラッファーズSSC 382.78
ベルナールデルガド FSGT 385.32
岸本高志 兵庫 ドナルドダックＳＣ 392.26
アルノベルティエ FSGT 408.82
阿部恭三 埼玉 上尾シルフィード 416.57
中岡大 和歌山 すべりやSC 432.86
朝倉照栄 兵庫 ＡＣＴＩＶ 440.68
藤崎敏行 滋賀 ふるさとＳＣ 461.65
横川一星 東京 シーハイルSC 463.85
伊藤友弘 新潟 TEAM214SC 504.12
岸裏一起 和歌山 ビュースタースポーツファミリイー 516.97
三宅秀和 愛知 イエティ 560.40
加瀬真勇 神奈川 横浜モルゲンロートSC 567.16
西村文男 福岡 となかい 575.40
宮森重雄 東京 まっくろけ 606.71
三上保孝 京都 森の会 675.04
長尾正二 長野 SCろくもんて 693.16
熊崎吉明 長野 黒姫スキーセンター 732.76
出崎福男 東京 コロポックル 774.18
北島邦茂 東京 シュプール 776.67
森田英二 京都 森の会 779.03
真鍋俊男 群馬 太田セブンスノー 800.58
寺田康男 愛知 望幻Hadashi 802.27
多賀重雄 滋賀 ドルフィンSSC 803.93
坂内啓治 新潟 TEAM212SC 811.92
杉村雄一 東京 こなゆき 891.95
山村章 富山 個人 912.06
金田忠 京都 バーディカル 933.21
足立研一 長野 奥信濃スキークラブ 1000.00
荒川邦弘 京都 望峰 1000.00
石澤良友 東京 まっくろけ 1000.00
市川正幸 東京 どさんこｳｨｰｸﾃﾞｨ 1000.00
川崎繁藤 東京 町田シャスネージュ 1000.00
黒田一郎 神奈川 だいすき－くらぶ 1000.00
肥塚正 長野 黒姫スキーセンタークラブ 1000.00
小島英行 富山 シルバースター 1000.00
佐藤晃山 埼玉 白い翼 1000.00
瀬木正直 岐阜 1000.00
竹山誠一 滋賀 ブラッファーズＳＳＣ 1000.00
富田大埜 埼玉 浦和ＳＣ 1000.00
富田佳孝 埼玉 浦和ＳＣ 1000.00
内藤八郎 長野 SCろくもんて 1000.00
中村淳 群馬 前橋スベロークラブ 1000.00
南雲敏幸 神奈川 1000.00
浜中岳史 滋賀 ブラッファーズＳＳＣ 1000.00
本田満 千葉 素喜人 1000.00
牧野昭裕 東京 まっくろけ 1000.00
松本浩一 石川 スキークラブなだれ 1000.00
皆川貞盈 群馬 前橋スベロークラブ 1000.00
宮川一 神奈川 SGRT 1000.00
宮森三男 東京 まっくろけ 1000.00
村本博司 東京 シュプール 1000.00
吉田光春 神奈川 SGRT 1000.00
米屋秀治 東京 シュプール 1000.00



氏名 県名 所属 ポイント
棚橋　和奏 愛知 イエティ 0.00
刈谷梓 京都 バーティカルSC 25.00
富田めぐみ 埼玉 浦和ＳＣ 100.45
平沢千里 埼玉 １Ｄａｙ 103.52
佐野　薫 京都 かぷりこーん 103.59
橋本奈都子 神奈川 スノーブリーズ 109.00
一場　京子 群馬 前橋スベロー 112.55
添田　陽子 東京 スラローム 139.92
本多賜代 東京 シーハイルSC 140.78
馬場圭美 神奈川 東京デフSC 140.96
桶谷　牧子 東京 シーハイル 164.23
山口幸子 滋賀 ブラッファーズ 175.30
山口信子 東京 練馬ヒューマン 177.17
末広明美 東京 スラロームSC 180.27
岸裏侑那 和歌山 ビュースタースポーツファミリイー 180.62
南雲美緒 群馬 前橋スベロー 183.01
神倉充子 大阪 北大阪スキークラブ 184.67
菅谷洋子 群馬 前橋スペロー 190.07
安藤恵津子 東京 スラロームSC 198.16
加藤真理子 愛知 直滑降 210.89
荒波杏 神奈川 アラナミファミリー 212.71
荒波柚 神奈川 アラナミファミリー 253.65
荒波文 神奈川 アラナミファミリー 273.48
長嶋桃子 群馬 Ｓ．Ｄ．Ｂ 280.10
関口雅子 埼玉 浦和SC 283.89
佐々木美香 東京 スラローム 291.66
松岡　貴子 京都 バーティカル 301.53
伊藤喜子 神奈川 ディープスノー 313.79
皆川　咲花 群馬 前橋スベロー 325.55
皆川　優光 群馬 前橋スベロー 346.95
坪井多恵 大阪 大阪RC 380.66
東山千恵子 千葉 華麗に滑ろうスキースノーボードの会 383.50
児玉三枝子 千葉 華麗に滑ろうスキースノーボードの会 412.80
岸裏睦子 和歌山 ビュースタースポーツファミリイー 432.89
西田節子 滋賀 SC雪 529.30
中村百合子 群馬 前橋スベロークラブ 737.45
牧野道子 東京 まっくろけ 758.93
桶谷牧子 東京 シーハイルSC 1000.00
加藤瑠璃 愛知 イエティ 1000.00
岸裏風香 和歌山 ビュースターSF 1000.00
熊田朋子 石川 スキークラブなだれ 1000.00
近藤展子 北海道 函館ナチュラリスト 1000.00
長谷川かよ子 東京 豊島SC 1000.00
明星栄子 大阪 大阪ＲＣスキークラブ 1000.00
吉越小雪 神奈川 SGRT 1000.00

2022全国スキー協SL女子ポイント



名前 所属県 クラブ名 ポイント
石田庄司 0.00
北埜章弘 2.04
畑国博 12.15
嶋川憲治 新宿ＳＣ 17.74
福井誠 22.27
水谷武志 サングリエＳＣ 25.00
轟一弥 ＢＢＭ 27.68
西秀昭 40.10
川口一司 44.14
本多幸助 49.68
岡村一彦 スキーフリークス 52.78
小田切智幸 オレガノカフェＳＣ 54.26
小嶋清隆 オレガノカフェＳＣ 61.48
足立研一 61.74
荻原正治 64.76
大越進 74.05
黒岩和美 74.43
土屋良視 オレガノカフェＳＣ 74.71
横田耕一 87.91
梶田素光 アポプレキシア 89.89
近俊範次 滋賀 雪 91.82
岡本敏光 富山 ゆきだるまＳＣ 105.30
小野真人 105.83
竹内淳夫 オレガノカフェＳＣ 109.56
菱田修 日産ＮＴＣ 111.15
森田耕二 111.23
榎内康夫 東京 シーハイルＳＣ 115.94
大谷亮一 ダイハツＳＣ 121.78
後藤寛 126.15
南雲敏幸 ＲＳＴふじ 128.91
宮原敏理 チームとうふや 129.94
三宅幸一 愛知 直滑降 139.36
刈谷拓爾 153.29
佐藤敏幸 154.34
石川正三 156.75
荒川邦博 京都 モネＳＣ 157.78
矢吹健 東京 銀嶺SC 165.00
清水成美 南稜ＳＣ 170.50
西条己智男 178.40
川本英春 京都 モネＳＣ 181.84
轟龍太 185.14
大日方芳一 小川ＳＣ 197.03
岡島外喜紀 197.74
清水貴光 日産ＮＴＣ 197.99
荒木健吉 神奈川 ＳＧＲＴ 202.61
北村純一 214.15
皆川貞盈 218.94
石丸治 228.92
高田茂 230.64
小林誠 富山 富山日野自動車 237.83
渡辺剛 南稜ＳＣ 245.77
杉浦錠夫 リベルテＳＣ 250.23
穂積麦 262.67
示村隆史 石川 Ｗスカイ 263.64
松井紀雄 267.82
藤田克彦 石川 Ｗスカイ 268.11
鈴木俊樹 長野市ＳＣ 278.42
堀井幸保 東京 銀嶺 307.97
加藤直宏 319.89
山崎涼 チームとうふや 330.66
海野茂 363.31
浜津順平 東京 プレアデスＳＣ 369.84
田中康生 チームＭｔ. 372.24
冨澤健三 ダイハツＳＣ 372.93
人見泰弘 ダイハツＳＣ 373.62
藤川宏 横浜市大スキー部ＯＢ 418.99
細井尚輝 群馬 前橋スベロー 427.58
小山孝夫 京都 ＳＣ望峰 427.92
青山隆行 435.83
加藤省吾 チームとうふや 456.10
安福稔 482.91
小島英行 富山 516.94
竹山誠一 滋賀 ブフツファーズ 561.27
清水博司 チームとうふや 570.21
石倉充敏 和歌山 シュカブラ 1000.00
桂原慎治 ＲＳＴふじ 1000.00
古賀剛 1000.00
示村悠 石川 Ｗスカイ 1000.00
永田壮司 1000.00
林弘行 横浜市大スキー部ＯＢ 1000.00
福島明 東京 シーハイルＳＣ 1000.00
堀田竜太 チームとうふや 1000.00
水庫正彦 池上産業 1000.00
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名前 所属県 クラブ名 ポイント
刈谷梓 京都 0.00
永田幸恵 63.89
本多賜代 東京 83.09
新井和美 群馬 前橋スベロー 94.33
田村美砂 チームとうふや 99.44
長谷川かよ子 東京 てんとうむしＳＣ 126.49
佐藤知英子 東京 どさんこＳＣ 174.67
平沢千里 埼玉 １Ｄａｙｓ 300.46
近藤基子 新潟 燕ＳＣ 1250.00
菅谷洋子 群馬 前橋スベロウ 1250.00
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