
■男子８５歳以上 ※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

09000211 斉木 利雄  宮城 仙台アルペンクラブ Ｂ

09000176 山口 春男  青森 青森県マスターズ協会 Ｂ

09000487 今井 孝一  群馬 富岡ＳＣ Ｂ

09000758  遠藤 保  神奈川 横浜スキー同好会 Ｂ

09000136  三輪 保夫  北海道 旭川レーシングチーム Ｂ

09001287  古幡 光司  長野 大町市ＳＣ Ｂ

■男子８０歳代（80～84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

09004479  峯 孝廣  佐賀 佐賀スノースキークラブ Ｂ

09003324  安田 峯生  宮城 仙台アルペンクラブ Ｂ

09001457  笠永 敏夫  石川 小松市スキー協会 Ｂ

09000346  坂本 易雄  福島 須賀川ＳＣ Ｂ

09000184  新谷 雅史  岩手 盛岡雪友会 Ｂ

09000476  丸山 恭一  群馬 高崎市スキー連盟 Ｂ

09000486  柴山 勝太郎  群馬 富岡ＳＣ Ｂ *******

09001092  川上 渉  神奈川 横浜スポーツマンクラブ Ｂ

09001724  江澤 靖友  大阪 大阪市役所スキークラブ Ｂ

09001642  藤尾 正博  岐阜 古川スキー協会 Ｂ

09000900  石川 賢一  東京 東京スポーツマンクラブ Ｂ

09001057  田村 孝嗣  東京 東京スポーツマンクラブ Ｂ

09000843  吉盛 仁  東京 東京スポーツマンクラブ Ｂ

09000273  菅原 卯平  秋田 大潟ＳＣ Ｂ

09000305  阿部 健  秋田 大館ＳＣ Ｂ

09000107  平野 亮  北海道 北斗クラブ Ｂ

09000024  朝倉 春宗  北海道 旭川スノーキング　クラブ Ｂ

09000138  須摩 篤彦  北海道 峠レーシング Ｂ

09001596  池田 重芳  愛知 アポプレキシアＳＴ Ｂ

■男子７５歳代（75～79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

09004690  守本 徳次郎  京都 ＡＫＵ　ＳＣ Ｂ

09001718  坪内 久和  京都 島津製作所ＳＣ Ｂ

09000073  本庄 鐡司  北海道 室蘭ＲＡＣ Ｂ

09000337  佐藤 隆雄  福島 福島県マスターズ Ｂ

09003201  村上 達彌  福島 福島県マスターズ Ｂ

09000183  北田 繁夫  岩手 ＪＲ盛岡ＳＣ Ｂ

09000198  下田 淳  岩手 ヨーデル会 Ｂ

09000436  窪田 三代志  群馬 伊勢崎市スキー協会 Ｂ

09000544  入沢 長二  群馬 片品ＳＣ Ｂ

09001732  山田 正夫  大阪 ＯＳＡＫＡ　ＯＮＥ　ＰＵＲＰＯＳＥ Ｂ

09001366  小林 一男  新潟 舞子高原ＳＣ Ｂ

09000824  藤森 幸三  東京 二十日石アルペンＳＣ Ｂ

09000746  関 義男  東京 二十日石アルペンＳＣ Ｂ

09003081  村上 靖  東京 チーム　ラッシュ Ｂ

09001051  板倉 治男  東京 日本レーシングＳＣ Ｂ

09000226  吉田 茂夫  秋田 秋田アルペンＳＣ Ｂ

09000316  森 保二  山形 村山スキークラブ Ｂ

09000397  東海林 昭  茨城 マスターズＲＣ Ｂ

09000046  宮下 昇  北海道 北友スキークラブ Ｂ

09000139  岩本 史輝  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09000044  大塚 義孝  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09003454  大塚 正憲  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09001291  成田 幸男  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09001275  猪股 茂  長野 小谷体協 Ｂ

09001290  西澤 重吉  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09001310  中村 忠好  長野 中野市ＳＣ Ｂ

09001299  眞田 幸広  長野 湯の丸ＳＣ Ｂ

09001155  星合 孝二  長野 湯の丸ＳＣ Ｂ

09001173  林 仁志  長野 小谷体協 Ｂ ******

09001611  高橋 善明  愛知 小牧市スキー連盟 Ｂ

09002465  菊池 幸彦  愛知 がんばスキークラブ Ｂ



■男子７０歳代（70～74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

09002976  榎澤 義男  宮城 仙台ハイマットＳＣ Ｂ

09000150  工藤 諭  青森 チームマテリアル Ｂ

09000165  岩渕  隆三  青森 青森県マスターズ協会 Ｂ

09002156  吉田 親義  長崎 長崎スノースポーツＣ Ｂ

09002283  西村 明  岩手 盛岡アルペン Ｂ

09004333  宮下 洋司  岩手 盛岡アルペン Ｂ

09000439  島村 宏  群馬 伊勢崎市スキー協会 Ｂ

09000484  横尾 俊久  群馬 ＪＲ高崎ＳＣ Ｂ

09001080  前田 惣一  神奈川 横浜ペガサスＳＣ Ｂ

09001751  平井 信男  大阪 大阪市役所スキークラブ Ｂ

09003780  中山 啓  大阪 ユーレルクラブ Ｂ

09001641  瀬木 正直  岐阜 高鷲スノーパークＳＣ Ｂ

09001330  塩田 純三郎  新潟 新潟スキー協会 Ｂ

09000411  印南 洋一  栃木 大田原ＳＣ Ｂ

09000885  堂内 憲治  東京 若葉ＳＣ Ｂ

09000841  伊藤 信幸  東京 ＮＴＴ東京スキー部 Ｂ

09001852  川原 英之  東京 若葉ＳＣ Ｂ

09000917  吉田 治彦  東京 三田ディモンズ Ｂ

09000306  下総 慎一郎  秋田 大館ＳＣ Ｂ

09000307  山本 正実  秋田 秋田ＳＣ Ｂ

09000582  髙橋 繁  埼玉 スノーフェローＳＣ Ｂ

09000331  奈佐 国男  山形 蔵王ライザＳＣ Ｂ

09003109  大沼 啓男  茨城 マスターズＲＣ Ｂ

09003846  盛田 耕二  茨城 筑波研究学園ＳＣ Ｂ

09003778  岩﨑 正夫  北海道 北友スキークラブ Ｂ ******

09003455  阿部 紀  北海道 ジャステムレーシング Ｂ

09000032  佐々木 審  北海道 峠レーシング Ｂ

09000591  中村 和雄  北海道 北海道マスターズスキー旭川クラブ Ｂ

09000082  浜谷 洋治  北海道 Ｒ・Ｉスキークラブ Ｂ

09003853  立岡 一男  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09000035  河村 真治  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09004375  坂口 健三  北海道 峠レーシング Ｂ

09002994  石谷 邦彦  北海道 ジャステムレーシング Ｂ

09000019  松橋 秀晧  北海道 峠レーシング Ｂ

09002731  菊地 一世  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09000012  橋本 司  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09001744  竹山 幸一  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09000088  長谷部 洋三  北海道 小樽スキー連盟 Ｂ ******

09000098  高木 政男  北海道 伊達レーシング Ｂ

09002444  山下 邦彦  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09001288  西山 勘十郎  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09001251  平林 悦夫  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09001178  丸山 脩  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09004409  平 邦彦  長野 小谷体協 Ｂ

09001612  宮原 寛信  愛知 小牧市スキー連盟 Ｂ

09001609  三宅 博行  愛知 とぼねスキークラブ Ｂ

09001534  早川 徹  愛知 ＣＬＵＢ　Ｄｏｉｎｇ Ｂ

09001771  沖浦 克治  愛知 ロンサムＳＣ Ｂ



■男子６５歳代（65～69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

09001831  清水 勉  香川 瀬戸内冬戦団 Ｂ

09004064  河野 泰樹  香川 瀬戸内冬戦団 Ｂ

09003215  堤 淳一  北海道 七飯アルペン Ｂ

09000206  赤間 弘記  宮城 仙台市スキー協会 Ｂ

09004516  荒木 晴夫  石川 モンタナＳＣ Ｂ

09001720  三橋 新一  京都 島津製作所ＳＣ Ｂ

09004787  原田 昭嗣  京都 チーム・モーニング Ｂ

09004482  柏村 和幸  山口 日本製紙岩国工場スキー部 Ｂ

09003202  吉内 秀典  福島 福島レーシングＳＣ Ｂ

09002386  相川 勇治  福島 白河ＳＣ Ｂ

09000352  齋藤 貞太郎  福島 福島県マスターズ Ｂ

09003502  舘田 朝香  青森 アシックスレーシングＳＣ Ｂ

09000056  丸山 武  北海道 苫小牧スキー連盟 Ｂ

09000187  佐々木 孝志  岩手 盛岡アルペン Ｂ

09000196  畠山 幸久  岩手 盛岡アルペン Ｂ

09004540  高橋 秀幸  岩手 西和賀町スキー協会 Ｂ

09002303  髙橋 俊一  岩手 水沢スキー協会 Ｂ

09003988  今井 康人  兵庫 ホワイトヒーロー関西ＳＣ Ｂ

09000480  五十嵐 永次  群馬 高崎市スキー連盟 Ｂ

09000475  木檜 信次  群馬 高崎市スキー連盟 Ｂ

09000437  阿部 宏  群馬 伊勢崎市スキー協会 Ｂ

09002689  井上 健史  神奈川 相雪ＳＣ Ｂ

09004576  田屋 惠唯  神奈川 Ｋ－ｐｏｗｅｒ Ｂ

09001723  岸 重行  大阪 タナベスポーツスキークラブ Ｂ

09003332  河辺 栄一  大阪 タナベスポーツスキークラブ Ｂ

09003335  秋葉 敬治  大阪 ＯＳＡＫＡ　ＯＮＥ　ＰＵＲＰＯＳＥ Ｂ

09004349  北野 勝照  大阪 カンスラ　スキーレーシング　クラブ Ｂ

09001643  三島 孝三  岐阜 荘川ＳＣ Ｂ

09001650  伊藤 優  岐阜 貝月ＳＣ Ｂ

09001324  荒井 静雄  新潟 新潟スキー協会 Ｂ

09002361  水上 孝  新潟 赤倉ＳＣ Ｂ

09004087  佐藤 広志  新潟 十日町ＳＣ Ｂ

09000429  小山田 孝夫  栃木 那須ＳＣ Ｂ

09003708  安倍 昌司  栃木 足利スキー協会 Ｂ

09004557  塩原 明之  東京 練馬区スキー協会 Ｂ

09000950  藤枝 良男  東京 Ｚ　ＳＣ Ｂ

09000976  中澤 孝幸  東京 特別区職員文化体育会 Ｂ

09000851  伊藤 裕行  東京 ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム Ｂ

09002736  組田 光一  東京 仲山ＳＣ Ｂ

09002727  横内 善雄  東京 若葉ＳＣ Ｂ

09002609  那須 正志  東京 二十日石アルペンＳＣ Ｂ

09000892  川上 光一  東京 ジーファクトリー Ｂ

09002244  新村 末雄  東京 特別区職員文化体育会 Ｂ

09003058  塩沢 塩沢 利  東京 仲山ＳＣ Ｂ

09003371  伊藤 和好  埼玉 スポーツファクトリーＳＣ Ｂ

09000664  中島 隆  埼玉 春日部市ＳＣ Ｂ

09004168  近野 廣行  山形 米沢スキー場クラブ Ｂ

09003393  駒野 勝  茨城 マスターズＲＣ Ｂ

09003638  日比野 一博  北海道 ジャステムレーシング Ｂ

09000142  北原 千秋  北海道 峠レーシング Ｂ

09004584  宇野 貞夫  北海道 千歳スキー連盟 Ｂ ******

09000087  原田 光信  北海道 旭川レーシングチーム Ｂ

09000018  押岡 藤雄  北海道 北友スキークラブ Ｂ

09004775  江頭 敏雄  北海道 北友スキークラブ Ｂ

09000141  菅原 俊一  北海道 恵庭スキー連盟 Ｂ ******

09003539  大西 仁  北海道 峠レーシング Ｂ

09000117  菅原 明博  北海道 旭川レーシングチーム Ｂ ******

09002888  浅水 隆彦  北海道 峠レーシング Ｂ

09001223  金子 美雄  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09002961  小林 幹雄  長野 湯の丸ＳＣ Ｂ

09003641  狩野 和夫  長野 大町市ＳＣ Ｂ



■男子６５歳代（65～69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

09001296  小林 健治  長野 湯の丸ＳＣ Ｂ

09004283  市川 仁吉  長野 御代田町体育協会スキー部 Ｂ

09001515  大坂 憲行  愛知 トヨタ自動車スキー部 Ｂ

09001604  村田 栄  愛知 がんばスキークラブ Ｂ

09001599  長谷川 勝  愛知 一宮市スキー連盟 Ｂ

09003130  栗本 和通  愛知 アポプレキシアＳＴ Ｂ

09003128  藤村 孝三  愛知 アポプレキシアＳＴ Ｂ

09001618  小酒井 朝夫  愛知 がんばスキークラブ Ｂ

09003636 高倉 直史 北海道 旭川レーシングチーム Ｂ



■男子６０歳代（60～64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

09004809  中澤 一郎  北海道 旭川スキー連盟 Ｂ

09000355  星 義春  福島 田島ＳＣ Ｂ

09000171  岡 勝  青森 アシックスレーシングＳＣ Ｂ

09000172  高坂 寿  青森 アシックスレーシングＳＣ Ｂ

09003377  成田 眞二  青森 下北レーシングＳＣ Ｂ

09000153  山口 了三  青森 金木スキー倶楽部 Ｂ

09004670  小笠原 陽一  青森 十和田湖町スキークラブ Ｂ

09000191  岩崎 広明  岩手 ＪＲ盛岡ＳＣ Ｂ

09003265  泉澤 和明  岩手 盛岡雪友会 Ｂ

09001766  中川 正康  兵庫 但東ＳＣ Ｂ

09004093  山本 定雄  兵庫 但東ＳＣ Ｂ

09004609  青木 保雄  群馬 沼田ＳＣ Ｂ

09002772  渡邉 泰行  神奈川 まつりＳＣ Ｂ

09004818  田中 賢治  大阪 カンスラ　スキーレーシング　クラブ Ｂ

09001126  白井 義幸  山梨 ＴＥＡＭ　Ｍｔ． Ｂ

09000072  白石 正信  北海道 室蘭ＲＡＣ Ｂ

09003637  寺岡 敏男  北海道 峠レーシング Ｂ *******

09003832  三浦 祐次  栃木 宇都宮ＳＣ Ｂ

09000826  吉光 一郎  東京 カンダハートライブレーシング Ｂ

09000878  村上 雅也  東京 若葉ＳＣ Ｂ

09000762  中山 圭三  東京 チーム　ラッシュ Ｂ

09001062  鳥居 正行  東京 ＵＮＯ　ＳＣ Ｂ

09001019  石井 哲也  東京 スラロームＳＣ Ｂ

09003835  相木 和生  東京 防衛省ＳＣ Ｂ

09003977  小長谷 修  東京 グランバン・レーシング Ｂ

09000775  久末 信行  東京 日本レーシングＳＣ Ｂ

09000250  小沼 年男  秋田 秋田アルペンＳＣ Ｂ

09003106  柳田 泉  埼玉 与野ＳＣ Ｂ

09000631  長田 正則  埼玉 ＵＤトラックススキー部 Ｂ

09002956  鈴木 康介  山形 山形銀行スキー部 Ｂ

09003769  齋藤 祐幸  山形 酒田遊雪会 Ｂ

09001424  井原 悟  富山 チームマンゾクＳＣ Ｂ

09000387  秋山 泰行  茨城 新日鐵住金鹿島 Ｂ

09003850  伊藤 彰宏  北海道 ジャステムレーシング Ｂ

09000133  沢口 康  北海道 旭川レーシングチーム Ｂ

09000062  有馬 千春  北海道 峠レーシング Ｂ

09004583  澤口 学  北海道 ＳＫＳスキーチーム Ｂ

09002652  久保田 雄二  北海道 Ａ．Ｊ．Ｓ Ｂ

09002389  徳中 克樹  北海道 Ｒ・Ｉスキークラブ Ｂ

09000100  寒河江 英樹  北海道 Ｋ＆Ｋ Ｂ

09004040  髙井 清史  北海道 Ｂｒａｉｎ Ｂ

09003821  住吉 丈夫  北海道 峠レーシング Ｂ

09003819  佐藤 栄一  北海道 札幌アルペンスキースポーツ少年団 Ｂ

09000034  高橋 宏明  北海道 ジャガーレーシング Ｂ

09002440  嘉部 泰徳  長野 木島平ＳＣ Ｂ

09001315  牛山 成剛  長野 松本市ＳＣ Ｂ

09002443  松宗 功  長野 大町市ＳＣ Ｂ

09002615  服部 正幸  長野 ＪＲ東日本長野支社ＳＣ Ｂ

09001547  伊藤 慎治  愛知 カトウスキーチーム Ｂ

09001581  坂 年勝  愛知 カトウスキーチーム Ｂ

09001510  三島 由一  愛知 チームスカイ Ｂ

09001503  江縁 秀利  愛知 トヨタ車体スキー部 Ｂ


