
マスターズ-GS（No5リスト)順

第４回北海道スキー選手権大会マスターズ競技（大回転）

受
付

　
組

選手ID 選　　手　　名 性別
No5
GS

　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

01 C65歳代 １名

09001870 結城　素子 女 319.65 ユウキ　モトコ 峠レーシング

02 C50歳代 １名

09004761 大谷　抄織 女 204.64 オオタニ　サオリ 七飯アルペン

03 B85歳代 １名

09000138 須摩 篤彦 男 360.34 スマ　アツヒコ 峠レーシング

04 B80歳代 ２名

09000046 宮下 昇 男 258.22 ミヤシタ　ノボル 北友スキークラブ

09000044 大塚 義孝 男 387.57 オオツカ　ヨシタカ ジャガーレーシング

05 B75歳代 ４名

09003853 立岡　一男 男 228.07 タテオカ　カズオ ジャガーレーシング

09000032 佐々木　審 男 231.47 ササキ　シゲル 峠レーシング

09000082 浜谷　洋治 男 291.12 ハマヤ　ヨウジ R・Iスキークラブ

09003454 大塚　正憲 男 512.70 オオツカ　マサノリ ジャガーレーシング

06 B70歳代 ９名

09003215 堤　淳一 男 86.26 ツツミ　ジュンイチ 七飯ｱﾙﾍﾟﾝ

09003638 日比野　一博 男 105.93 ヒビノ　カズヒロ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09000018 押岡　藤雄 男 230.99 オシオカ　フジオ 北友ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

不足 09002731 菊地　一世 男 265.08 キクチ　イッセイ ジャガーレーシング

09000056 丸山　武 男 271.51 マルヤマ　タケシ 苫小牧ｽｷｰ連盟

09000591 中村　和雄 男 307.49 ナカムラ　カズオ 旭川レーシングチーム

09000098 高木　政男 男 343.97 タカギ　マサオ 伊達ﾚｰｼﾝｸﾞ

09005306 大西　仁 男 オオニシ　ヒトシ 峠レーシング

09004375 坂口　健三 男 サカグチ　ケンゾウ 峠レーシング

07 B65歳代 ８名

09004583 澤口　学 男 1.00 サワグチ　マナブ SKSｽｷｰﾁｰﾑ

09003850 伊藤　彰宏 男 34.23 イトウ　アキヒロ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09003819 佐藤　栄一 男 76.79 サトウ　エイイチ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

09000100 寒河江　英樹 男 138.76 サガエ　ヒデキ K&K

09004935 熊谷　俊孝 男 177.34 クマガイ　トシタカ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09003637 寺岡　敏男 男 194.35 テラオカ　トシオ 峠レーシング

09002389 徳中　克樹 男 232.96 トクナカ　カツキ ＲＩスキークラブ

不足 09005312 森川　勝之 男 モリカワ　カツユキ ルスツリゾート
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受
付

　
組

選手ID 選　　手　　名 性別
No5
GS

　　ヨ　ミ　ガ　ナ 　　所　　　　　属

08 B60歳代 ９名

09004386 今野　順哉 男 56.83 コンノ　ジュンヤ ｼﾞｬｶﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ

09000034 高橋　宏明 男 74.25 タカハシ　ヒロアキ ｼﾞｬｶﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ

09000049 伊東　弘至 男 83.60 イトウ　ヒロシ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀﾞｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09004592 吉川　毅 男 146.63 キッカワ　タケシ 北大ｽｷｰ部OB会

09003492 長谷川　亮二 男 161.61 ハセガワ　リョウジ R・Iスキークラブ

09004040 髙井　清史 男 180.25 たかい　きよし Brain

09000090 土橋　史人 男 211.15 ドバシ　フミト ジャステムレーシング

09004244 嵯峨　剛 男 260.05 サガ　タケシ 室蘭ｽｷｰ連盟

09003867 森谷　茂 男 268.59 モリヤ　シゲル 旭川ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

09 A55歳代 １４名

09004923 山崎　英郎 男 45.64 ヤマザキ　ヒデオ ｼﾞｬｶﾞｰﾚｰｼﾝｸﾞ

09003452 坂本　茂敏 男 57.88 サカモト　シゲトシ Brain

09004383 大村　浩 男 79.45 オオムラ　ヒロシ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

09003861 中井　啓介 男 87.96 ナカイケイスケ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

09004035 森田　啓介 男 106.45 モリタ　ケイスケ 比布ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09000022 堀内　眞 男 110.83 ﾎﾘｳﾁ　ﾏｺﾄ TEAM GET-UP

09004172 平井　和宏 男 144.94 ヒライ　カズヒロ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰﾁｰﾑ

09004615 掛川　勇一 男 171.47 カケガワ　ユウイチ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09004039 土岐　直樹 男 172.77 ドキ　ナオキ Brain

09002938 細田　勧 男 190.38 ほそだ　けん 小樽ｽｷｰ連盟

09001635 吉冨　誠 男 192.16 ヨシトミ　マコト ｽﾉｰメイト名張

09005126 中里　徳宏 男 241.71 ナカザト　ノリヒロ 富良野スキー連盟

09005319 大野　正智 男 オオノ　マサノリ 帯広スキー連盟

09005162 池上　靖 男 イケガミ　ヤスシ Bravissimo

10 A50歳代 １０名

09004613 大盛 宏幸 男 93.22 オオモリ　ヒロユキ ダイヤモンドダストスキー

09003635 漆山 裕章 男 93.57 ウルシヤマ　ヒロアキ 比布ﾚｰｼﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ

09005005 橋本 武彦 男 96.60 ハシモト　タケヒコ 比布レーシング

09000033 山崎 友嗣 男 110.57 ヤマザキ　ユウジ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09000096 東 竜一 男 111.39 アズマ　リュウイチ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09000043 石谷 雄一 男 148.38 イシタニ　ユウイチ ジャガーレーシング

09004024 浅水 嘉敏 男 153.83 アサミズ　ヨシトシ ジャステムレーシング

09000093 光山 賢一 男 185.85 ミツヤマ　ケンイチ 北海電気工事(株)

09000027 阿部 孝 男 アベ　タカシ ジャガーレーシング

09005379 岩崎　研二 男 イワサキ　ケンジ JPグループ北海道スキークラブ

11 A45歳代 ４名

09005017 佐々木 信豪 男 63.07 ｻｻｷ　ｼﾝｺﾞｳ 峠レーシング

09005198 林 英敏 男 151.08 ハヤシ　ヒデトシ 比布レーシング

09000120 小松 広樹 男 185.65 コマツ　ヒロキ ｼﾞｬｽﾃﾑﾚｰｼﾝｸﾞ

09004921 高井 隆 男 258.78 タカイ　タカシ 札幌ｱﾙﾍﾟﾝｽｷｰｽﾎﾟｰﾂ少年団


