
■男子５５歳代（55～59歳） 注：「*******」は未エントリー ※受付リスト

BIB 競技者登録No. 氏 名 都道府県 所　　　属 クラス Point 1戦タイム 順位 2戦タイム 順位

09003019  宮本 利治  宮城 宮城蔵王スキーＳＣ Ａ

09000190  南幅 清也  岩手 都南ＳＣ Ａ

09004730  悪七 秀樹  神奈川 小松スキー部 Ａ

09001361  阿部 孝  新潟 舞子高原ＳＣ Ａ

09003326  宮崎 浩  東京 ステューピッドＳＣ Ａ

09003022  熊沢 明  東京 練馬区スキー協会 Ａ

09000691  大藤 雅史  埼玉 ダイトウＳＣ Ａ

09003595  高橋 聡  北海道 フィフスＳＣ Ａ

09004592  吉川 毅  学連 北大スキー部ＯＢ会 Ａ

09002139  川口 修示  北海道 Ｔ．Ｔ．Ｒ Ａ

09004429  太谷 一美  長野 大町市ＳＣ Ａ

09001623  引間 知明  愛知 王子製紙スキークラブ Ａ

09003801  天野 康弘  福島 会津ＯＢクラブ Ａ

09001149  小佐野 真二  山梨 富士吉田スキー連盟 Ａ

09001018  久宗 克也  東京 スラロームＳＣ Ａ

09003600  塩原 知春  埼玉 ファイヤーバード Ａ

09004386  今野 順哉  北海道 蘭越町スキー連盟 Ａ

09003837  鈴木 聡一郎  北海道 Ｂｒａｉｎ Ａ

09003492  長谷川 亮二  北海道 Ｒ・Ｉスキークラブ Ａ

09001499  奥田 点  愛知 アイシン・エーアイ（株）スキー部 Ａ

09001556  壁谷 直樹  愛知 豊田自動織機スキー部 Ａ

09001625  中根 克則  愛知 （株）ジェイテクト　スキー部 Ａ

09004213  村山 美智雄  京都 ファーレンＳＣ Ａ

09000545  長谷川 隆志  群馬 甘楽スキー連盟 Ａ

09001421  小林 和仁  新潟 舞子高原ＳＣ Ａ

09000776  西川 建  東京 グランバン・レーシング Ａ

09002700  亀山 詔一  東京 ゲインレーシングチーム Ａ

09004299  飯塚 俊直  埼玉 上里町スキー連盟 Ａ

09000656  武川 順之  埼玉 ボッシュスキー部 Ａ

09004768  粕谷 寿  山形 鶴岡スキークラブ Ａ

09004587  黒田 典彦  北海道 峠レーシング Ａ

09000049  伊東 弘至  北海道 ダイヤモンドダスト　スキークラブ Ａ

09004586  阿部 浩章  北海道 北友スキークラブ Ａ

09000084  坂上 昭彦  北海道 旭川レーシングチーム Ａ

09004413  橘川 康宏  神奈川 リーベンスキークラブ Ａ

09001087  石山 俊彦  神奈川 横浜スベロー会 Ａ

09002653  水嶋 仁光  北海道 北友スキークラブ Ａ

09004797  中岡 健一  北海道 下川町役場 Ａ

09000115  小池 英明  北海道 Ｅ．Ｏ．Ｒ Ａ

09001541  田中 亮英  愛知 リベルテＳＣ Ａ

09003132  神野 浩己  愛知 三菱自動車岡崎スキー部 Ａ

09002991  川井 幹夫  宮城 蔵王スキー協会 Ａ

09001709  渡辺 朗  京都 ミツハシＳＣ Ａ

09002549  松村 洋  京都 ファーレンＳＣ Ａ

09001710  中村 昌嗣  京都 ミツハシＳＣ Ａ

09000061  千葉 俊幸  北海道 Ｅ．Ｏ．Ｒ Ａ

09001100  石塚 俊逸  神奈川 三菱電機鎌倉ＳＣ Ａ

09004035  森田 啓介  北海道 比布レーシングスキークラブ Ａ ******

09001638  岩本 弘一  三重 三重県庁ＳＣ Ａ

09001635  吉冨 誠  三重 スノーメイト名張 Ａ

09000744  赤尾 豪宜  東京 ゲインレーシングチーム Ａ

09003680  殿村 英郎  秋田 大館ＳＣ Ａ

09004033  犬伏 勲  北海道 北友スキークラブ Ａ

09000085  安田 稔彦  北海道 Ｒ・Ｉスキークラブ Ａ

09003452  坂本 茂敏  北海道 Ｂｒａｉｎ Ａ

09004817 長谷川 博保  北海道 旭川レーシングチーム Ａ



■男子５０歳代（50～54歳） 注：「*******」は未エントリー ※受付リスト

BIB 競技者登録No. 氏 名 都道府県 所　　　属 クラス Point 1戦タイム 順位 2戦タイム 順位

09004022  鈴木 良  宮城 仙台ハイマットＳＣ Ａ

09004290  吉田 泰宏  宮城 仙台アルペンクラブ Ａ

09001441  前川 伸一  石川 鳥越スキー協会 Ａ

09004307  竹谷 晃一  京都 ファーレンＳＣ Ａ

09000188  高橋 健二  岩手 西和賀町スキー協会 Ａ

09004645  青木 健一  福井 越前市スキー連盟 Ａ

09004052  小林 健悟  群馬 高崎市スキー連盟 Ａ

09004495  西山 厚  神奈川 平塚スキークラブ Ａ

09001106  小佐野 良三  山梨 富士吉田スキー連盟 Ａ

09004613  大盛 宏幸  北海道 旭川スキー連盟 Ａ

09000926  小林 知幸  東京 日本ユニシスＳＣ Ａ

09002904  田中 智樹  東京 ゲインレーシングチーム Ａ

09003548  大中 友志  東京 スノースケープ Ａ

09004425  兜森 清忠  東京 ＩＣＩ石井スポーツＳＣ Ａ

09003550  丸山 貴宏  東京 スノースケープ Ａ

09001053  東谷 学由  東京 ゲインレーシングチーム Ａ

09002694  川口 一司  東京 若葉ＳＣ Ａ

09004202  岡部 洋一  東京 Ｚｉｅｌ　Ｔｏｋｙｏ Ａ

09002779  鈴木 信一  埼玉 スポーツファクトリーＳＣ Ａ

09002327  泉田 達也  埼玉 スノーフェローＳＣ Ａ

09002958  菅原 博志  山形 山形銀行スキー部 Ａ

09000386  佐藤 和正  茨城 新日鐵住金鹿島 Ａ

09003786  木嶋 伸行  茨城 筑波研究学園ＳＣ Ａ

09000037  菊地 寿文  北海道 ジャガーレーシング Ａ

09004383  大村 浩  北海道 札幌アルペンスキースポーツ少年団 Ａ

09000116  岡田 秀康  北海道 フィフスＳＣ Ａ

09003861  中井 啓介  北海道 札幌アルペンスキースポーツ少年団 Ａ

09004776  熊谷 賢一  北海道 北友スキークラブ Ａ

09004615  掛川 勇一  北海道 ジャステムレーシング Ａ

09002938  細田 勧  北海道 小樽スキー連盟 Ａ *******

09000022  堀内 眞  北海道 ＴＥＡＭ　ＧＥＴ－ＵＰ Ａ

09000031  細野 一史  北海道 峠レーシング Ａ

09000066  片山 卓  北海道 フィフスＳＣ Ａ

09004039  土岐 直樹  北海道 Ｂｒａｉｎ Ａ

09004172  平井 和宏  北海道 ライジングアルペンスキーチーム Ａ

09004376  柳谷 修治  北海道 ＴＥＡＭ　ＧＥＴ－ＵＰ Ａ

09000027  阿部 孝  北海道 Ｒ・Ｉスキークラブ Ａ

09001544  中嶋 昭彦  愛知 ＳＫＩ　ＴＥＡＭ　ＳＥＥＤ Ａ

09003668  伊藤 晴規  愛知 ＢＥ－ＩＮ Ａ

09002217  馬場 剛  愛知 ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部 Ａ

09004520  服部 隆  愛知 ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部 Ａ

09001585  早川 信明  愛知 三菱重工名航スキー部 Ａ

09003136  畑中 達也  愛知 豊田中央研究所スキー部 Ａ

09001497  森田 耕二  愛知 アイシン精機ＳＣ Ａ

09003790  中本 昌文  愛知 がんばスキークラブ Ａ

09001566  池田 俊明  愛知 エキスパートＳＣ Ａ

09003474  松本 直人  愛知 エキスパートＳＣ Ａ



■男子４５歳代（45～49歳） 注：「*******」は未エントリー ※受付リスト

BIB 競技者登録No. 氏 名 都道府県 所　　　属 クラス Point 1戦タイム 順位 2戦タイム 順位

09000162  高木  徹  青森 大鰐スキー倶楽部 Ａ

09003820  浦井 一樹  北海道 札幌アルペンスキースポーツ少年団 Ａ

09000120  小松 広樹  北海道 ジャステムレーシング Ａ

09004646  山崎 誠  福井 越前市スキー連盟 Ａ

09001127  有賀 章二  山梨 ＴＥＡＭ　Ｍｔ． Ａ

09001140  渡辺 一弘  山梨 富士吉田スキー連盟 Ａ *******

09002709  矢野 誠  山梨 都留ＳＣ Ａ

09000155  佐瀬 隆行  北海道 航空自衛隊千歳基地 Ａ

09004790  原田 朋憲  北海道 石狩スキー連盟 Ａ *******

09002894  藤尾 岳史  岐阜 古川スキー協会 Ａ

09004686  小栗 正敏  新潟 十日町ＳＣ Ａ

09001358  外谷 志津夫  新潟 舞子高原ＳＣ Ａ

09004240  岡崎 勝彦  新潟 十日町ＳＣ Ａ

09002251  秋山 航一  東京 武蔵野市スキー連盟 Ａ

09004267  広瀬 勇人  東京 ゴールドウインＳＣ Ａ

09000934  中川 圭介  東京 ゲインレーシングチーム Ａ

09004270  鎌田 慈  東京 武蔵村山スキー協会 Ａ

09003901  横手 和男  埼玉 ファイヤーバード Ａ

09001431  橋本 康幸  富山 ＳＴなめりかわ Ａ

09004061  舛井 禎久  茨城 ＪＡＥＡスキークラブ Ａ

09000394  玉置 琢也  茨城 カスミガウラＳＣ Ａ

09000096  東 竜一  北海道 ジャステムレーシング Ａ

09000093  光山 賢一  北海道 ほくでんサービス Ａ *******

09003849  古屋 正人  北海道 札幌アルペンスキースポーツ少年団 Ａ

09003216  村上 浩一  北海道 北友スキークラブ Ａ

09000043  石谷 雄一  北海道 ジャガーレーシング Ａ *******

09004024  浅水 嘉敏  北海道 ジャステムレーシング Ａ

09001572  伊藤 正  愛知 Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｔ． Ａ

09001529  樋口 栄一  愛知 リベルテＳＣ Ａ

09001579  落合  清一  愛知 カトウスキーチーム Ａ

09001567  桝 正和  愛知 トヨタ車体スキー部 Ａ

09001553  岡本 圭介  愛知 豊田自動織機スキー部 Ａ

■男子４０歳代（40～44歳） ※受付リスト

BIB 競技者登録No. 氏 名 都道府県 所　　　属 クラス Point 1戦タイム 順位 2戦タイム 順位

09002854  大岩 英記  京都 京都スキーランナークラブ Ａ

09002181  藤井 隆仁  山口 美和ＳＣ Ａ

09003804  小島 敏計  群馬 高崎市スキー連盟 Ａ

09004181  西田 恵  岡山 蒜山ＳＣ Ａ

09004618  佐々木 浩行  東京 スポーツユニティ Ａ

09002328  中澤 亮  埼玉 久喜ＳＣ Ａ

09003359  志賀 悟史  埼玉 ＡＲＣ Ａ

09000131  松﨑 孝弘  北海道 サロモン　スキークラブ Ａ

09001254  山崎 秀一  長野 大町市ＳＣ Ａ

09002168  古越 勇樹  長野 軽井沢ＳＣ Ａ

■男子３５歳代（35～39歳） ※受付リスト

BIB 競技者登録No. 氏 名 都道府県 所　　　属 クラス Point 1戦タイム 順位 2戦タイム 順位

09004046  梶屋 貴史  山梨 富士吉田スキー連盟 Ａ

09003747  髙梨 良紀  埼玉 こぐまＳＣ Ａ

09002960  土屋 雅之  山形 山形銀行スキー部 Ａ

09004044  瀬戸 通弘  北海道 Ｒ・Ｉスキークラブ Ａ

09003673  森田 英稔  愛知 ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部 Ａ

09003730  是永  康臣  愛知 Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｔ． Ａ

09003717  浅野 友秀  愛知 王子製紙スキークラブ Ａ

09002466  小林 賢司  愛知 豊田自動織機スキー部 Ａ

■男子３０歳代（30～34歳） ※受付リスト

BIB 競技者登録No. 氏 名 都道府県 所　　　属 クラス Point 1戦タイム 順位 2戦タイム 順位

09004277  長岡 寛起  和歌山 ＥｘｔｒｅｍｅＢｏｙｓ Ａ


