
令和5年度(2023) 香川県スキーGSLポイント

女子の部 男子の部

順位 氏　名 所　属 ポイント 順位 氏　名 所　属 ポイント
1 高橋 穂夏 高松市役所 616.78 1 竹島 宏明 坂出 504.14
2 十河 友紀 冬戦団 625.56 2 高崎 大史 坂出 507.40
3 上野 千尋 観音寺 627.63 3 白河 勇人 坂出 519.87
4 片山 舞子 観音寺 648.76 4 米谷 和馬 香大医学部 524.91
5 中村 有砂 県庁 660.35 5 田中 宏二郎 京極 545.46
6 谷川 和枝 スノーウェーブ 686.92 6 香川 茂樹 ドルフィン 556.48
7 長谷川 想乃 観音寺 690.84 7 高橋 有人 高松市役所 560.16
8 秋山 和加 スノーウェーブ 733.93 8 斎藤 永隼 観音寺 569.31
9 松本 琴美 香大医学部 757.68 9 片山 大輔 香大医学部 569.45

10 十河 えり子 冬戦団 800.91 10 都倉 良和 ブランベック 570.86
11 十河 れい 冬戦団 804.02 11 白河 光一 坂出 574.66
12 中村 弥生 県庁 880.03 12 向井 健斗 香大医学部 583.24
13 十河 麻希 冬戦団 928.36 13 繁井 尚也 ブランベック 584.85
14 小池 裕子 香大医学部 941.64 14 十河 昌弘 冬戦団 588.70
15 二宮 七海 香大医学部 983.87 15 山内　豊 香大医学部 594.38
16 秋山 倫菜 スノーウェーブ 996.49 16 川勝 九平 スノーウェーブ 595.93

17 仙田 敬大 香大医学部 609.05
18 久保　隆 観音寺 612.53
19 高橋 暖人 高松市役所 622.77
20 高橋 昭人 高松市役所 627.99
21 緋田 健汰 観音寺 648.70
22 清水　勉 冬戦団 648.73
23 小野坂 充令 冬戦団 675.21
24 福岡 知紀 冬戦団 676.00
25 山田 博司 冬戦団 694.83
26 森　康祐 ブランベック 706.53
27 中村 彰夫 冬戦団 706.88
28 長谷川 智基 観音寺 708.03
29 河野 泰樹 冬戦団 711.13
30 永井 修司 スノーウェーブ 724.12
31 中村 飛鳥 県庁 725.09
32 近藤 一樹 観音寺 734.76
33 繁井　徹 ブランベック 759.69
34 近藤 良輔 スノーウェーブ 761.96
35 今上 茂樹 スノーウェーブ 775.73
36 松川 直弘 冬戦団 787.83
37 木下 将仁郎 観音寺 806.66
38 今上 修一 スノーウェーブ 813.44
39 須佐 陽平 観音寺 815.57
40 山田 英之 スノーウェーブ 820.51
41 山田 晋司 スノーウェーブ 836.32
42 真鍋 明男 観音寺 839.59
43 有末 優貴 スノーウェーブ 848.85
44 葛岡 英一 京極 857.57
45 三好 健太 香大医学部 865.65
46 村尾　修 遊ing 869.47
47 木下 裕太郎 観音寺 894.53
48 合田 武司 観音寺 898.73
49 前田　晃 玉藻 903.23
50 有末 光貴 スノーウェーブ 915.35
51 槙塚 正福 スノーウェーブ 916.43
52 大西 喜代晴 三豊 917.26
53 矢野 重徳 京極 935.55
54 伊勢 達哉 スノーウェーブ 936.92
55 清水 良徳 観音寺 948.87
56 中村 正和 県庁 953.05
57 荒川 凌久 観音寺 980.05
58 中原 圭祐 香大医学部 980.21

令和5年度(2023) 香川県スキーSLポイント

女子の部 男子の部

順位 氏　名 所　属 ポイント 順位 氏　名 所　属 ポイント
1 木下 美優 観音寺 760.79 1 斎藤 永隼 観音寺 631.02
2 菅 史絵奈 観音寺 856.71 2 片山 大輔 香大医学部 717.93
3 中村 弥生 県庁 860.81 3 高崎 大史 坂出 742.57

4 香川 茂樹 ドルフィン 795.43
※2019,2020,2021,2022に有効レースがなかったため、
2019ﾗﾝｷﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄを2023にそのまま移行

※2022ﾗﾝｷﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄを2023にそのまま移行


