
主管・主催　：　一般財団法人　東京都スキー連盟

協　　　力　：　菅平高原観光協会・菅平スキークラブ・㈱ハーレースキーリゾート

特 別 協 賛　：　MDVスポーツジャパン株式会社

会　　　場　：　菅平高原スノーリゾート

本　　　部　：　ホテルニューダボス

【開催日程】

事前講習受付 ～ シーハイルコース下

～ シーハイルコース

前日受付 ～ ニューダボス（ジュニア・マスターズ）

受付 ～ シーハイルコース下

～ シーハイルコース

前走スタート ～ シーハイルコース

～ シーハイルコース

※大回り・小回り同時進行

競技終了予定 ～

8:30 ～

8:00 ～

【ローテーションテーブル】
 Jr.bib1 Jr.bib37

 Jr.bib38 Jr.bib81

Ms.bib1 Ms.bib50

Ms.bib51

1班

マスターズ女子２組～８組(Ms.bib1～50  )  男子１組～３組( Ms.bib51～89 )

2班

開会式及び閉会式は行わない　※表彰式のみ

表彰式(入賞者のみ)　競技終了及び集計完了後開催　※シーハイルコース下部予定

１～３位の入賞者は賞状とメダルの受け渡しあり

上記時程及び会場については状況により変更する場合がある。

競技規則等は公式掲示板（シーハイルコース下に設置）に掲載いたします。

2022フォルクルオープンマスターズスキーサーキットⅡ

オープンジュニア技術選ステージⅡ

新型コロナウィルス感染対策ガイドラインを必ずご確認ください。

3月26日(土)

3月27日(日)

15:30

15:30

事前講習

12:50

13:30

(ビブ番号) ジュニア女子　 ～

12:00

16:30

15:00

8:00

8:15

～

8:29

～

15:30

小学生女子の部（４～６年）

小学生女子の部（１～３年）

マスターズ男子 ～ Ms.bib255

ジュニア ( Jr.bib1～81)  

Jr.bib1～81 Ms.1～50  Ms.51～89

マスターズ男子４組～８組(Ms.bib90～255 ) 

Aコート　総合滑降

高校生男子の部

中学生男子の部中学生女子の部 ３組 70～74歳 1947～1951

7:00

Ms.bib90～255

Jr.bib1～81 Ms.1～50  Ms.51～89

7:45

8:25

8:30

(ローテーション)

2班

マスターズ女子　

競技開始

ジュニア男子　

３月２６日(土)

Bコート　小回り

①大回り・小回り(同時進行)

↓

②総合滑降

Ms.bib90～255

種目

5組小学生女子の部（１～３年） １組 80歳以上

インスペクション

オープンジュニア技術選組別 マスターズスキーサーキット組別

2班

1班

Aコート　大回り

60～64歳 1957～1961

小学生女子の部（４～６年） ２組 75～79歳 1942～1946 6組 55～59歳 1962～1966

1941年以前

7組 45～54歳 1967～1976

中学生女子の部 ４組 65～69歳 1952～1956 8組 35～44歳 1977～1986

開催要項

種目

1班

2班

種目

1班

Jr.bib1～81 Ms.1～50  Ms.51～89

Ms.bib90～255

※終了30分前最終貸出となります

※ジュニア・マスターズ選手の方は無料でご参加いただけます。

MDVテストドライブ開催

(予定)

３月２７日(日) 15:00 (予定)
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【要　項】

注意事項

・ 競技日程、競技種目及び競技斜面は状況により変更することがある。

・ マスターズ・ジュニア技術選大会　新型コロナウィルス感染対策ガイドラインを必ずご確認

ください。

　 ・ 大会は原則無観客とする。

参加資格

　※選手の皆様は必ず健康確認表を受付時にご提出ください。

　　ご提出いただけない場合、参加をお断りさせていただく可能性がございます。

オープンジュニア技術選

1) 大会コースを安全に滑走できる者

2) 当該大会開催年度に小学校から高校に在学中の者。

3) 保護者の承認を得た者。

4) 本連盟補償制度又はこれに準ずる傷害保険に加入していること。

5) 本大会はオープン参加のため東京都スキー連盟以外の選手も参加できます。

オープンマスターズスキーサーキット

　　　　　　　　　1) 1月1日から12月31日で満35歳に達していて、主催団体に所属する登録会員であること。

2) 1月1日から12月31日で満35歳に達していて、本主催団体以外の方はオープンにて参加できる。

3) 傷害保険に加入済であること。（保険証書及び印鑑を持参すること）

　　 ※事故や障害等については、パトロール等への応急対応はしますが、それ以降の責任は負いません。

表　彰

　　　　　　　　　　  Ⅰ. 各組１～３位まで賞状及びメダルを授与します。

Ⅱ. 同着の場合は以下のとおりとなります。

①マスターズ　生年月日が早く年齢が上の方を上位とします。

②ジュニア　　生年月日の遅く年齢が下の方を上位とします。

Ⅱ. マスターズのシリーズ総合成績は全２戦出場者のみが対象になります。

 競技種目

a．大回り

b．小回り

c．総合滑降(フリー) 

コート

シーハイルA

シーハイルB

シーハイルA



（1）競技中はヘルメットを着用しなければならない。

（2）選手は、各種目ともスタート地点に10分前に集合しスタート審判の点呼を受け応答しなければ

ならない。

（3）選手は、前者の出発後、直ちにスタート位置につき準備を整える。

（4）選手は、スタート審判の合図により出発する。

（5）演技終了はフィニッシュラインとして、フィニッシュエリアでは停止する。

（6）演技を中断した場合は、その位置で体勢を整え再スタートする。

中断が長引く場合は、審判長(各班長)の指示に従う。

（7）やむを得ず途中棄権をする場合は、その旨を係員に告げ、速やかにコート外に移動する。

この場合は、当該種目の得点は０点とするが、次の種目からの出場権は維持される。

（8）インスペクションを行う場合は横滑りで行う。その際、ビブは必ず表面に着用の事とする。

（9）得点及び当該種目についての抗議は、当該コートの審判長(各班長)に演技終了後5分以内に申し

出ることが出来る。

（10）競技成績に関する抗議(リザルト発表後)は、成績発表後５分以内に競技委員長に申し出ることが

できる。

（11）男女のスタート位置については、難易度を考慮しスタート地点を変更することがある。　

（12）設定斜面の条件・状況を判断し、適切な技術によってターン構成やスピードの調整を行うこと。

2．審判及び採点

（1）審判は5審3採制とし、得点は最高点と最低点をカットした3審判の合計点とする。 

（2）得点は公開制で行う。

（3）総合成績は３種目の合計得点とする。

※ 公式掲示板について

公式掲示板をゴール付近に設置し、スケジュール等の変更やリザルトを掲示する。

オープンジュニア技術選
オープンマスターズスキーサーキット　大会規則

１．競技規則

競技規則を次のとおり定める。

【その他】

《大会コース》



ゴールエリア

リフト
乗り場

小回りスタート

シーハイルAコート

リフト側 林側

大回り・フリーゴール 小回りゴール

林側

リフト側

シーハイルBコート

大会コート

大回り・フリー
スタート

リフト側 林側

ジャッジ
ジャッジ



Bib 氏　　名 フリガナ 団体名 Bib 氏　　名 フリガナ 団体名

1 升澤 結萌 ﾏｽｻﾞﾜ ﾕﾒ 福生市スキー連盟 15 岡 七海 ｵｶ ﾅﾅﾐ ---------------------

2 亀山 久美 ｶﾒﾔﾏ ｸﾐ 板橋区スキー協会 16 中島 実優 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾕｳ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

3 瀬谷 あすか ｾﾔ ｱｽｶ 福生市スキー連盟 17 金巻 実蕾 ｶﾈﾏｷ ﾐﾗｲ ---------------------

4 笹原 絵莉 ｻｻﾊﾗ ｴﾘ --------------------- 18 田中 鼓子 ﾀﾅｶ ｺｺ ---------------------

5 山中 優里奈 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾘﾅ --------------------- 19 柳瀬 琴遥 ﾔﾅｾ ｺﾊﾙ ---------------------

6 小林 紬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾑｷﾞ --------------------- 20 花田 寧 ﾊﾅﾀﾞ ﾈﾈ 石井スポーツスキークラブ

7 平尾 明日美 ﾋﾗｵ ｱｽﾐ --------------------- 21 辰井 陽香 ﾀﾂｲ ﾊﾙｶ ---------------------

8 青山 実生 ｱｵﾔﾏ ﾐｳ --------------------- 22 飯塚 とも華 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓｶ ---------------------

9 有路 紬希 ｱﾘｼﾞ ﾕｷ --------------------- 23 板垣 悠未 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳﾐ ---------------------

10 辰井 葉奈 ﾀﾂｲ ﾊﾅ --------------------- 24 長谷川 莉子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｺ ベアーズ東京スキークラブ

11 小池 未藍 ｺｲｹ ﾐﾗ --------------------- 25 松田 栞 ﾏﾂﾀﾞ ｼｵﾘ ---------------------

12 今村 依理珠 ｲﾏﾑﾗ ｲﾘｽ ウィッツ 26 石原 雪羽 ｲｼﾊﾗ ﾕｷﾊ 山と高原スキークラブ

14 岡田 純怜 ｵｶﾀﾞ ｽﾐﾚ ---------------------

Bib 氏　　名 フリガナ 団体名 Bib 氏　　名 フリガナ 団体名

27 石川 瑞希 ｲｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ ハルスポーツ 33 張 優佳 ﾁｮｳ ﾕｳｶ ---------------------

28 磯崎 彩依 ｲｿｻﾞｷ ｻｴ --------------------- 34 渋谷 咲綺 ｼﾌﾞﾔ ｻｷ ---------------------

29 木村 葵 ｷﾑﾗ ｱｵｲ --------------------- 35 奥野 れい子 ｵｸﾉ ﾚｲｺ ---------------------

30 河口 千春 ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾊﾙ --------------------- 36 小西 来夢 ｺﾆｼ ｺﾕﾒ 岐阜県スキー連盟

31 今井 絢弥萌 ｲﾏｲ ｱﾔﾒ --------------------- 37 森本 椛子 ﾓﾘﾓﾄ ｶｺ ---------------------

32 森田 彩水 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ 東京都中学校体育連盟スキー部

中学生女子の部

小学生女子の部（１～３年生） 小学生女子の部（４～６年生）

高校生女子の部

２０２２　オープンジュニアスキー技術選　ステージⅡ



Bib 氏　　名 フリガナ 団体名 Bib 氏　　名 フリガナ 団体名

38 濱口 龍梧 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ --------------------- 48 高橋 祷眞 ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ ---------------------

39 有賀 一郎 ｱﾙｶﾞ ｲﾁﾛｳ --------------------- 49 工藤 直 ｸﾄﾞｳ ﾅｵ ロングクルーズスキークラブ

40 谷山 浩太郎 ﾀﾆﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ --------------------- 50 古谷 智啓 ﾌﾙﾔ ﾄﾓﾋﾛ ---------------------

41 工藤 結 ｸﾄﾞｳ ﾕｲ --------------------- 51 福田 匠 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

42 武藤 正樹 ﾑﾄｳ ﾏｻｷ --------------------- 52 山ノ井 太郎 ﾔﾏﾉｲ ﾀﾛｳ 石井スポーツスキークラブ

43 石原 豪大 ｲｼﾊﾗ ｺﾞｳﾀ 山と高原スキークラブ 53 藤田 龍之介 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

44 小川 隼人 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ --------------------- 54 朝尾 舞久 ｱｻｵ ﾏｲｸ ---------------------

45 伊藤 数倖 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ --------------------- 55 時岡 昌孝 ﾄｷｵｶ ﾏｻﾀｶ ---------------------

46 向殿 煌 ﾑｶｲﾄﾞﾉ ｺｳ W-ZERO Kagura Racing 56 小野 虎太郎 ｵﾉ ｺﾀﾛｳ ---------------------

47 吉田 名偉主 ﾖｼﾀﾞ ﾅｲｽ --------------------- 57 渡邉 銀乃助 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾞﾝﾉｽｹ サンフィッシュ

58 武居 莞大郎 ﾀｹｲ ｶﾝﾀﾛｳ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

59 小川 東吾 ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ ---------------------

60 孫 志明 ｿﾝ ﾄﾓｱｷ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

61 村松 海弥 ﾑﾗﾏﾂ ｳﾐﾔ ホワイトウイングススキークラブ

62 宮澤 蓮 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾚﾝ バディスポーツクラブ

Bib 氏　　名 フリガナ 団体名 Bib 氏　　名 フリガナ 団体名

63 上原 悠雅 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｶﾞ --------------------- 78 半田 陽大 ﾊﾝﾀﾞ ﾖｳﾀ ---------------------

64 河村 和樹 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ --------------------- 79 芹沢 雪輝也 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｷﾔ チーム０２スキークラブ

65 岡村 裕吾 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｺﾞ チーム０２スキークラブ 80 柴谷 速也人 ｼﾊﾞﾀﾆ ﾊﾔﾄ ---------------------

66 竹村 優希 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｷ --------------------- 81 杉浦 陸太 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｸﾀ スキークラブ・ツヴァイテ

67 高坂 蔵之助 ｺｳｻｶ ｸﾗﾉｽｹ チームヤーカン

68 西大條 育孝 ﾆｼｵｵｴﾀﾞ ｲｸﾀｶ 東京都中学校体育連盟スキー部

69 染谷 元太 ｿﾒﾔ ｹﾞﾝﾀ ---------------------

70 水谷 隼 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｭﾝ ---------------------

71 植野 冬偉 ｳｴﾉ ﾄｳｲ 岐阜県スキー連盟

72 村松 大澄 ﾑﾗﾏﾂ ﾔﾏﾄ ホワイトウイングススキークラブ

73 伊藤 虹大 ｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ チーム０２スキークラブ

74 小山 莉央 ｺﾔﾏ ﾘｵｳ ---------------------

75 柳瀬 滉太 ﾔﾅｾ ｺｳﾀ ---------------------

76 孫 致遠 ｿﾝ ﾄﾓﾋｻ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

77 杉山 結斗 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｲﾄ ---------------------

中学生男子の部 高校生男子の部

小学生男子の部（１～３年生） 小学生男子の部（４～６年生）



Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

1 女２組 宮崎 聡子 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳｺ 八王子スキー連盟
2 女２組 谷中 久美代 ﾔﾅｶ ｸﾐﾖ 防衛省スキークラブ

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

3 女３組 依田 初栄 ﾖﾀﾞ ﾊﾂｴ イエティスキークラブ
4 女３組 花岡 徳子 ﾊﾅｵｶ ﾄｸｺ フロンティアスキークラブ
5 女３組 野田 君代 ﾉﾀﾞ ｷﾐﾖ 調布市スキー連盟
6 女３組 中嶋 篤子 ﾅｶｼﾏ ｱﾂｺ 港区スキー連盟
7 女３組 畠山 牧子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｷｺ 調布市スキー連盟

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

8 女４組 大野 玲子 ｵｵﾉ ﾚｲｺ フロンティアスキークラブ
9 女４組 瀧沢 とみ子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾐｺ クラウンスキークラブ

10 女４組 川端 千惠子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｴｺ 埼玉県スキー連盟
11 女４組 小林 泰子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ フロンティアスキークラブ

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

12 女５組 吉澤 紀美子 ﾖｼｻﾞﾜ ｷﾐｺ ゆきじろう組
13 女５組 森 雅美 ﾓﾘ ﾏｻﾐ フジスキークラブ
14 女５組 宮野 祐子 ﾐﾔﾉ ﾕｳｺ スポーツアルペン・スキークラブ
15 女５組 金光 朗子 ｺﾝｺｳ ｱｷｺ グレンツェンスキークラブ
16 女５組 菅野 明子 ｽｹﾞﾉ ｱｷｺ フロンティアスキークラブ
17 女５組 齋藤 千穂 ｻｲﾄｳ ﾁﾎ ラッチ（RACH)
18 女５組 渡邊 正子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 防衛省スキークラブ

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

19 女６組 石澤 聖美 ｲｼｻﾞﾜ ｷﾖﾐ 警視庁スキークラブ
20 女６組 林 恵子 ﾊﾔｼ ｹｲｺ （公財）神奈川県スキー連盟
21 女６組 成澤 智子 ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｺ 埼玉県スキー連盟
22 女６組 稗田 潤 ﾋｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ジーファクトリー
23 女６組 上原 環 ｳｴﾊﾗ ﾀﾏｷ スカブラ・クラブ
24 女６組 原田 雅子 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｺ （公財）神奈川県スキー連盟
25 女６組 宮村 美雪 ﾐﾔﾑﾗ ﾐﾕｷ スガスキークラブ
26 女６組 平野 真由美 ﾋﾗﾉ ﾏﾕﾐ カオススキークラブ
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27 女７組 岩浪 弘子 ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｺ 武蔵野市スキー連盟
28 女７組 松山 三公 ﾏﾂﾔﾏ ﾐｷｺ 大阪府スキー連盟
29 女７組 福田 真規 ﾌｸﾀﾞ ﾏｷ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ
30 女７組 岡庭 光代 ｵｶﾆﾜ ﾐﾂﾖ 静岡県スキー連盟
31 女７組 柳下 直美 ﾔｷﾞｼﾀ ﾅｵﾐ チーム イーグル
32 女７組 倉持 文 ｸﾗﾓﾁ ｱﾔ スカブラ・クラブ
33 女７組 押山 麻利恵 ｵｼﾔﾏ ﾏﾘｴ 東京都庁体育会スキー部
34 女７組 志村 あゆみ ｼﾑﾗ ｱﾕﾐ カオススキークラブ
35 女７組 石川 玲子 ｲｼｶﾜ ﾚｲｺ 軽井沢千ヶ滝アルペンスキークラブ
36 女７組 石田 貴子 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｺ 静岡県スキー連盟
37 女７組 池田 明子 ｲｹﾀﾞ ｱｷｺ （公財）長野県スキー連盟
38 女７組 遠藤 千香子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶｺ チーム０２スキークラブ
39 女７組 野地 加寿子 ﾉﾁﾞ ｶｽﾞｺ 静岡県スキー連盟
40 女７組 床井 由利子 ﾄｺｲ ﾕﾘｺ サンダーグスキークラブ
41 女７組 清水 章子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ サンフィッシュ
42 女７組 石谷 貴子 ｲｼﾀﾆ ﾀｶｺ 大阪府スキー連盟
43 女７組 伊藤 冬子 ｲﾄｳ ﾌﾕｺ （公財）神奈川県スキー連盟
44 女７組 神原 百合 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕﾘ ラッセルスキークラブ
45 女７組 刀禰 浩子 ﾄﾈ ﾋﾛｺ クラウンスキークラブ

女子スタートリスト

２０２２　フォルクルオープンマスターズスキーサーキットⅡ
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46 女８組 渡辺 叔佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶ スカブラ・クラブ
47 女８組 瀧沢 あすか ﾀｷｻﾞﾜ ｱｽｶ クラウンスキークラブ
48 女８組 山口 真理子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｺ チーム０２スキークラブ
49 女８組 本間 悠子 ﾎﾝﾏ ﾕｳｺ ジャポスキークラブ
50 女８組 坂本 公美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 杉並区スキー連盟

男子スタートリスト
Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

51 男１組 谷中 忠男 ﾔﾅｶ ﾀﾀﾞｵ 防衛省スキークラブ
52 男１組 村山 真三 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｿﾞｳ 杉並区スキー連盟
53 男１組 渡辺 正晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ 特別区職員文化体育会スキー部
54 男１組 渡部 貞次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｲｼﾞ 東海大学高輪スキークラブ
55 男１組 髙橋 幸男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 特別区職員文化体育会スキー部
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56 男２組 土屋 幸男 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 日立製作所本社スキー部
57 男２組 須永 広光 ｽﾅｶﾞ ﾋﾛﾐﾂ 埼玉県スキー連盟
58 男２組 瀬木 正直 ｾｷﾞ ﾏｻﾅｵ 岐阜県スキー連盟
59 男２組 鈴木 文男 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ 杉並区スキー連盟
60 男２組 大内 徹 ｵｵｳﾁ ﾄｵﾙ 特別区職員文化体育会スキー部
61 男２組 西池 今朝雄 ﾆｼｲｹ ｹｻｵ アルベールヴィルスキークラブ
62 男２組 浜谷 哲男 ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾂｵ 新宿スキークラブ
63 男２組 田嶋 敬司 ﾀｼﾞﾏ ｹｲｼﾞ サンダーグスキークラブ
64 男２組 川合 宏 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ
65 男２組 小平 忠昭 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀﾀﾞｱｷ スノーファミリー
66 男２組 岡部 正樹 ｵｶﾍﾞ ﾏｻｷ 板橋区スキー協会
67 男２組 野瀬 重治 ﾉｾ ｼｹﾞﾊﾙ 立川市スキー連盟
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68 男３組 中嶋 佐喜雄 ﾅｶｼﾏ ｻｷｵ 港区スキー連盟
69 男３組 遊佐 詔一 ﾕｻ ｼｮｳｲﾁ 特別区職員文化体育会スキー部
70 男３組 内田 芳伸 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ ファーストスキークラブ
71 男３組 林 輝司 ﾊﾔｼ ﾃﾙｼﾞ ペガーズスキークラブ
72 男３組 小野 伸悦 ｵﾉ ｼﾝｴﾂ 世田谷区スキー協会
73 男３組 土屋 正裕 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ ラッセルスキークラブ
74 男３組 星 勝実 ﾎｼ ｶﾂﾐ 練馬区スキー協会
75 男３組 菊地 幸久 ｷｸﾁ ﾕｷﾋｻ （公財）神奈川県スキー連盟
76 男３組 河村 博 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県スキー連盟
77 男３組 東出 憲一 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｹﾝｲﾁ 江東区スキー連盟
78 男３組 佐藤 光夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ アカデミースキークラブ
79 男３組 木村 三男 ｷﾑﾗ ﾐﾂｵ 志賀高原スキークラブ
80 男３組 名塚 幸雄 ﾅﾂﾞｶ ﾕｷｵ ＡＬＴスキークラブ
81 男３組 稲 準義 ｲﾅ ｼﾞｭﾝﾖｼ フロンティアスキークラブ
82 男３組 櫛田 実 ｸｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ エイケイエスシー
83 男３組 茂木 信章 ﾓﾃｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 防衛省スキークラブ
84 男３組 村上 和夫 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｵ 千代田区スキー協会
85 男３組 藤田 朝一 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県スキー連盟
86 男３組 上瀬 敏幸 ｶﾐｾ ﾄｼﾕｷ 岐阜県スキー連盟
87 男３組 渡邊 秀晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 防衛省スキークラブ
88 男３組 横山 文一 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶｽﾞ ビラージュスキークローブ
89 男３組 根岸 均 ﾈｷﾞｼ ﾋﾄｼ ＡＬＴスキークラブ
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90 男４組 瀧沢 稔 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ クラウンスキークラブ
91 男４組 林 晋 ﾊﾔｼ ｽｽﾑ 羽村市スキー連盟
92 男４組 森田 憲史 ﾓﾘﾀ ﾉﾘﾌﾐ ファーストスキークラブ
93 男４組 坂口 敏幸 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ ブルースカイスキークラブ
94 男４組 小林 恒重 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｼｹﾞ （公財）長野県スキー連盟
95 男４組 小田桐 正明 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻｱｷ 志賀高原スキークラブ
96 男４組 大塚 貢市 ｵｵﾂｶ ｺｳｲﾁ ---------------------
97 男４組 金光 淳一 ｺﾝｺｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ グレンツェンスキークラブ
98 男４組 池中 一夫 ｲｹﾅｶ ｶｽﾞｵ ＡＬＴスキークラブ
99 男４組 岡庭 悟 ｵｶﾆﾜ ｻﾄﾙ 静岡県スキー連盟

100 男４組 近藤 泰児 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼﾞ ＡＬＴスキークラブ
101 男４組 野田 智 ﾉﾀﾞ ｻﾄｼ 調布市スキー連盟
102 男４組 花岡 孝次 ﾊﾅｵｶ ｺｳｼﾞ ---------------------
103 男４組 松井 則之 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾕｷ カオススキークラブ
104 男４組 山際 秀一 ﾔﾏｷﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 北区スキー連盟
105 男４組 松本 昭夫 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｵ スカオイスキークラブ
106 男４組 額谷 修二 ﾇｶﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ スキーサークルスリム
107 男４組 小川 清志 ｵｶﾞﾜ ｷﾖｼ Ｔ．Ｐ．Ｓクラブ
108 男４組 小林 利彰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ （公財）神奈川県スキー連盟
109 男４組 熊谷 正生 ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｾｲ 杉並区スキー連盟
110 男４組 武田 文雄 ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐｵ ファインスキークラブ
111 男４組 小山 春男 ｺﾔﾏ ﾊﾙｵ フロンティアスキークラブ
112 男４組 菅原 千寿 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾄｼ チーム０２スキークラブ
113 男４組 磯崎 稔 ｲｿｻﾞｷ ﾐﾉﾙ ---------------------
114 男４組 俵 弘道 ﾀﾜﾗ ﾋﾛﾐﾁ 日立製作所本社スキー部
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115 男５組 吉原 三千雄 ﾖｼﾊﾗ ﾐﾁｵ 武蔵野市スキー連盟
116 男５組 愛宕 通隆 ｵﾀｷﾞ ﾐﾁﾀｶ 杉並区スキー連盟
117 男５組 志茂 豊 ｼﾓ ﾕﾀｶ 羽村市スキー連盟
118 男５組 橋本 昌二 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 武蔵村山スキー協会
119 男５組 津端 裕 ﾂﾊﾞﾀ ﾕﾀｶ サンダーグスキークラブ
120 男５組 本田 廣尚 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 岐阜県スキー連盟
121 男５組 湯浅 統大 ﾕｱｻ ﾉﾘﾋﾛ アルピナグループ
122 男５組 若林 昭 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ
123 男５組 岩田 哲裕 ｲﾜﾀ ﾃﾂﾋﾛ ---------------------
124 男５組 太田 義徳 ｵｵﾀ ﾖｼﾉﾘ NPO法人山梨県スキー連盟
125 男５組 清水 弘行 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京ヴェーデルンスキークラブ
126 男５組 武藤 康永 ﾑﾄｳ ﾔｽﾅｶﾞ エーデル・スキー・クラブ
127 男５組 宮崎 尚 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ （公財）神奈川県スキー連盟
128 男５組 杉山 良人 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾄ 小平市スキー連盟
129 男５組 小出 昌二 ｺｲﾃﾞ ｼｮｳｼﾞ 八王子スキー連盟
130 男５組 岡田 秀俊 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ フロンティアスキークラブ
131 男５組 齋藤 政則 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ラッチ（RACH)
132 男５組 松井 勝 ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ サンダーグスキークラブ
133 男５組 橋本 浩衛 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｴ ビラージュスキークローブ
134 男５組 田中 敏夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ エイティエイトスキー＆スノーボードクラブ
135 男５組 林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ （公財）神奈川県スキー連盟
136 男５組 太田 隆敏 ｵｵﾀ ﾀｶﾄｼ 特別区職員文化体育会スキー部
137 男５組 林 昭三 ﾊﾔｼ ｼｮｳｿﾞｳ トラームスキークラブ
138 男５組 中島 康裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ （公財）神奈川県スキー連盟
139 男５組 臼田 亨 ｳｽﾀﾞ ﾄｵﾙ カオススキークラブ
140 男５組 小林 克彦 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ フロンティアスキークラブ
141 男５組 森 文彦 ﾓﾘ ﾌﾐﾋｺ フジスキークラブ
142 男５組 武井 正信 ﾀｹｲ ﾏｻﾉﾌﾞ チーム０２スキークラブ
143 男５組 内藤 啓一 ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁ ラスカルスキークラブ
144 男５組 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ スガスキークラブ
145 男５組 坂口 治 ｻｶｸﾞﾁ ｵｻﾑ 練馬区スキー協会
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146 男６組 徳竹 直美 ﾄｸﾀｹ ﾅｵﾐ サンフィッシュ
147 男６組 千葉 弘実 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ 世田谷区スキー協会
148 男６組 山本 均 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ サンフィッシュ
149 男６組 佐野 誠一郎 ｻﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ ハルスポーツ
150 男６組 貝發 秀一 ｶｲﾊﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ カオススキークラブ
151 男６組 大津 淳 ｵｵﾂ ｼﾞｭﾝ ジーファクトリー
152 男６組 熊谷 充弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ 警視庁スキークラブ
153 男６組 伊藤 彰記 ｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ （公財）神奈川県スキー連盟
154 男６組 黒澤 毅 ｸﾛｻﾜ ﾀｹｼ 千葉県スキー連盟
155 男６組 田山 博一 ﾀﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ カオススキークラブ
156 男６組 得能 裕介 ﾄｸﾉｳ ﾕｳｽｹ ---------------------
157 男６組 大村 知伸 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ
158 男６組 原田 秀行 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ＫＤＤＩスキークラブ
159 男６組 松崎 浩一 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｲﾁ カオススキークラブ
160 男６組 柴 和浩 ｼﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千代田区スキー協会
161 男６組 新保 隆 ｼﾝﾎﾞ ﾀｶｼ スヴェイル
162 男６組 大石 昭司 ｵｵｲｼ ｼｮｳｼﾞ 八王子スキー連盟
163 男６組 湖東 律 ｺﾄｳ ﾘﾂ 世田谷区スキー協会
164 男６組 湖中 博達 ｺﾅｶ ﾋﾛﾀﾂ Ritzスキークラブ
165 男６組 大関 政広 ｵｵｾﾞｷ ﾏｻﾋﾛ スヴェイル
166 男６組 渡邉 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ サンフィッシュ
167 男６組 徳永 俊彦 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ シュアスキークラブ
168 男６組 佐野 勝 ｻﾉ ﾏｻﾙ NPO法人山梨県スキー連盟
169 男６組 森野 光博 ﾓﾘﾉ ﾐﾂﾋﾛ 山口県スキー連盟
170 男６組 内藤 栄一 ﾅｲﾄｳ ｴｲｲﾁ 兵庫県スキー連盟
171 男６組 小野寺 昭則 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾉﾘ 明治大学基礎スキー研究会ロンドール
172 男６組 阪田 光一郎 ｻｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ チームディーエルベーハースキークラブ
173 男６組 鮎川 豊 ｱﾕｶﾜ ﾕﾀｶ スガスキークラブ
174 男６組 桜本 利幸 ｻｸﾗﾓﾄ ﾄｼﾕｷ サンフィッシュ
175 男６組 天野 伸司 ｱﾏﾉ ｼﾝｼﾞ カオススキークラブ
176 男６組 鈴木 一実 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐ 志賀高原スキークラブ
177 男６組 藤原 秀生 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳｾｲ 練馬区スキー協会
178 男６組 赤羽 克己 ｱｶﾊﾞﾈ ｶﾂﾐ 調布市スキー連盟
179 男６組 石川 太一 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 軽井沢千ヶ滝アルペンスキークラブ
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180 男７組 伊藤 毅之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ タントスキークラブ
181 男７組 石田 淳 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＡＬＴスキークラブ
182 男７組 田村 和喜 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ （一財）青森県スキー連盟
183 男７組 清水 久裕 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾋﾛ サンフィッシュ
184 男７組 遠藤 公男 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾐｵ NPO法人山梨県スキー連盟
185 男７組 大根 康之 ｵｵﾈ ﾔｽﾕｷ 武蔵野市スキー連盟
186 男７組 佐々木 章夫 ｻｻｷ ﾌﾐｵ 調布市スキー連盟
187 男７組 菅井 貴夫 ｽｶﾞｲ ﾀｶｵ トヨタ自動車東京スキークラブ
188 男７組 飯塚 幸司 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 多摩市スキー連盟
189 男７組 関野 雅昭 ｾｷﾉ ﾏｻｱｷ スガスキークラブ
190 男７組 村野 覚 ﾑﾗﾉ ｻﾄﾙ シール・クラブ
191 男７組 福島 芳樹 ﾌｸｼﾏ ﾖｼｷ ステューピッドスキークラブ
192 男７組 中島 宏史 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ
193 男７組 室岡 武 ﾑﾛｵｶ ﾀｹｼ トヨタ自動車東京スキークラブ
194 男７組 松井 昭一 ﾏﾂｲ ｼｮｳｲﾁ ハルスポーツ
195 男７組 松山 泰輔 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｲｽｹ 大阪府スキー連盟
196 男７組 宇田川 公良 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｷﾐﾖｼ 特別区職員文化体育会スキー部
197 男７組 肥田野 純 ﾋﾀﾞﾉ ｼﾞｭﾝ 千代田区スキー協会
198 男７組 小西 憲明 ｺﾆｼ ﾉﾘｱｷ ＡＬＴスキークラブ
199 男７組 渡部 光行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾕｷ 東海大学高輪スキークラブ
200 男７組 木歩士 武 ｷﾌﾞｼ ﾀｹｼ 日立製作所本社スキー部
201 男７組 木村 正成 ｷﾑﾗ ﾏｻｼｹﾞ 美津濃スキークラブ
202 男７組 大橋 啓祐 ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ ジーファクトリー
203 男７組 古谷 啓志 ﾌﾙﾔ ﾋﾛｼ 静岡県スキー連盟
204 男７組 石原 千宏 ｲｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ 山と高原スキークラブ
205 男７組 森 芳信 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 世田谷区スキー協会
206 男７組 宮澤 一彦 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ ウィッツ
207 男７組 吉田 高陽 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｱｷ マイズ（MyS）スキークラブ
208 男７組 本間 崇裕 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾋﾛ ブランシェリースキー クローブ
209 男７組 蛯澤 隆幸 ｴﾋﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ トルベ・コムラード
210 男７組 小林 大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ スポーツファンクション
211 男７組 新藤 由幸 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ ---------------------
212 男７組 山内 勝博 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ サンフィッシュ
213 男７組 宮島 広志 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｼ ウィッツ
214 男７組 元林 功 ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ スポーツユニティ
215 男７組 小池 未千孝 ｺｲｹ ﾐﾁﾀｶ ホワイトウイングススキークラブ
216 男７組 山口 大介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ チーム０２スキークラブ
217 男７組 岡村 保男 ｵｶﾑﾗ ﾔｽｵ チーム０２スキークラブ
218 男７組 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ソフィアスキークラブ
219 男７組 大河内 昇 ｵｵｺｳﾁ ﾉﾎﾞﾙ ラスカルスキークラブ
220 男７組 中村 亘 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ Ritzスキークラブ
221 男７組 新保 和明 ｼﾝﾎﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京カモシカスキークラブ
222 男７組 小西 正也 ｺﾆｼ ﾏｻﾅﾘ 岐阜県スキー連盟
223 男７組 磯岡 雅人 ｲｿｵｶ ﾏｻﾄ 武蔵野市スキー連盟
224 男７組 染谷 光拡 ｿﾒﾔ ﾐﾂﾋﾛ ---------------------
225 男７組 石川 康之 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾕｷ ＡＬＴスキークラブ
226 男７組 山口 晃司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ビラージュスキークローブ
227 男７組 室賀 秀一 ﾑﾛｶﾞ ｼｭｳｲﾁ 静岡県スキー連盟
228 男７組 木村 崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 美津濃スキークラブ
229 男７組 伊藤 裕 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 新宿スキークラブ
230 男７組 石井 康浩 ｲｼｲ ﾔｽﾋﾛ ビラージュスキークローブ
231 男７組 駒井 崇 ｺﾏｲ ﾀｶｼ チーム０２スキークラブ
232 男７組 笠谷 勝 ｶｻﾀﾆ ﾏｻﾙ 東海大学高輪スキークラブ
233 男７組 山田 暁生 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ ＡＬＴスキークラブ
234 男７組 上杉 護 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾓﾙ ジーファクトリー
235 男７組 長島 要介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳｽｹ シュナップススキークラブ
236 男７組 星野 和宏 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 小平市スキー連盟
237 男７組 正田 洋之 ｼｮｳﾀﾞ ﾋﾛｼ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ
238 男７組 細谷 洋 ﾎｿﾔ ﾋﾛｼ ビラージュスキークローブ
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239 男７組 小野 健一郎 ｵﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ ---------------------
240 男７組 高田 伸裕 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 杉並区スキー連盟
241 男７組 大関 宜久 ｵｵｾﾞｷ ﾉﾘﾋｻ 真果スキークラブ
242 男７組 石谷 彰寿 ｲｼﾀﾆ ｱｷﾋｻ 大阪府スキー連盟
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243 男８組 西澤 雅彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ ロングクルーズスキークラブ
244 男８組 新倉 太郎 ﾆｲｸﾗ ﾀﾛｳ 渋谷区スキー連盟
245 男８組 戸部 史之 ﾄﾍﾞ ﾌﾐﾕｷ 杉並区スキー連盟
246 男８組 亀山 友邦 ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓｸﾆ 板橋区スキー協会
247 男８組 山崎 貴志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 杉並区スキー連盟
248 男８組 尾上 卓也 ｵﾉｴ ﾀｸﾔ エーデル・スキー・クラブ
249 男８組 野原 千春 ﾉﾊﾗ ﾁﾊﾙ スキーチームゼロ
250 男８組 山本 亮一 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ （公財）神奈川県スキー連盟
251 男８組 工藤 成 ｸﾄﾞｳ ﾅﾙ ロングクルーズスキークラブ
252 男８組 浦山 淳一 ｳﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 武蔵野市スキー連盟
253 男８組 平澤 雄太 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾀ スキーチームゼロ
254 男８組 深野 正嵩 ﾌｶﾉ ﾏｻﾀｶ やまくじら
255 男８組 大阪 文洋 ｵｵｻｶ ﾌﾐﾋﾛ 日立製作所本社スキー部
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