
ジュリー テクニカルデータ
コース名

スカイコース
スタート地点 865m
フィニッシュ地点 650m
標高差 215m

コースセッター

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

マスターズ女子
81 柳島 理佐子
82 坂井 真由美
83 中谷 順子 ファーストＧ
84 穴井 まきこ ゲインレーシングチー
85 毛利 由起子 マルミレーシング
86 森川 順子
87 三島 由美子 チーム愛知
88 小林 理恵子 the CRoWN
89 渡辺 美帆
90 杉下 千明 ラスベガス
91 大野 景子
92 谷 寿子 三田ディモンズ
93 岡本 麻優子
94 中村 章子 OSAKA ONE PURPOSE
95 武井 久子 NBST

一般女子
101 立野  里佳 ディップススキークラ
102 石田 ゆみ IBSスキークラブ
103 松本 亜希子
104 佐藤 薫 the CRoWN
105 遠山 杏子 妙高ファクトリー
106 山本 佑季
107 谷川 沙也香

マスターズ男子
111 小松崎 淳 　
112 畑 国博
113 大阪 憲行 チーム愛知
114 秋葉 敬冶 OSAKA ONE PURPOSE
115 藤牧 靖次 MS R acing
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

116 藤掛 大二郎 ウルブOB
117 林 幸司 チームラッシュ
118 武井 克巳 NBST
119 稲谷 泰徳
120 大中 友志 ファーストジー
121 飯島 和敏
122 兒玉 安弘 長野市役所スキー部
123 有賀 章二 TEAM Mt.
124 三木 健史 the CRoWN
125 岡村 一彦 スキーフリークスクラ
126 丸山 貴宏 ファーストG
127 田中 敏明 東京消防庁スキー部
128 毛利 智樹 マルミレーシング
129 本宮 達也 まるみレーシング
130 世良 雄一郎 チーム栂池ワールドカ
131 森川 貴史 WING
132 江縁 秀利 チーム愛知
133 前川 嘉彦 TEAM とうふや
134 山内 泰介 ESC
135 宮原 敏理 Teamとうふや
136 水谷 弘次 三菱ふそう
137 高見 淳 東京消防庁スキー部
138 池内 章
139 伊藤 淳 the CRoWN
140 佐藤 裕貴 theCRoWN
141 奥田 点 チーム愛知
142 轟 一弥 JFAMILIA
143 阿部 祐司 ABCクラブ
144 伊藤 慎治 カトウスキーチーム
145 塩原 明之 練馬区スキー協会
146 吉川 弘
147 小林 忠善 迅雷風烈
148 山崎 晃弘
149 星野 英郎 ゲインレーシングチー
150 人見 泰弘 ダイハツスキークラブ
151 竹村 信也 ダイハツスキークラブ
152 山崎 涼 Teamとうふや
153 佐藤 敏幸
154 渡辺 和幸
155 浦野 好紀 浅貝スキークラブ
156 清水 博司 TEAMとうふや
157 松村 洋 ファーレンSC
158 庄司 哲也 ローヤル
159 吉田 裕治 チームフォン
160 三本 義彦
161 宮崎 浩 ステューピッドスキー
162 中本 昌文 チーム愛知
163 乾 智博 ラスベガス
164 安倍 信吉
165 石川 哲男
166 奥山 徹
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

167 鈴木 信也 　
168 福井 誠 F179962628
169 谷 善樹 三田ディモンズ
170 鴨下 隆一 SSTマスターズ
171 梶田 素光 アポプレキシアST
172 麻田 尚宏 SSTマスターズ
173 岡本 圭介
174 森田 耕二 TEAM MORI
175 大越 進 江戸っ子レーサーズ
176 坂田 雅則
177 阿部 祐三 TFSC
178 湧井 正之
179 長谷川 昭 J-POWER
180 小澤 浩司
181 佐伯 淳 Dom
182 狩野 隆
183 松田 政洋 ダイハツスキークラブ
184 東谷 学由 ゲインレーシングチー
185 橋本 修喜
186 小田切 智幸 長野市スキークラブ

一般男子
191 小沼 義季
192 小池 智 川本スキークラブ
193 武石 博晃 長野市スキークラブ
194 岡本 壮大
195 喜多 智彦
196 小山 凌 ワンデリングOB
197 石崎 龍 ワンデリングOB
198 矢津 俊輔
199 野村 亮太 ESC
200 齋藤 竜哉
201 深堀 修一 くりのみ園
202 内村 陽太
203 井堀 大智 シュプリンゲンスキー
204 稲葉 貴 妙高ファクトリー
205 藤田 紘輔
206 武井 哲応 スノーモンスターズス
207 市原 誉識 ISC
208 尹 優進
209 田中 勇気 ワンデリングOB
210 阿良田 康浩 まるみレーシング
211 中本 壮一郎 チーム愛知
212 加藤 健士朗
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

学生女子
215 榎本 優美 明治大学
216 小林 咲貴
217 広瀬 奈美 慶應義塾大学ディモン
218 君嶋 青空
219 遠藤 美紗希 聖心女子大学体育会ス
220 新井 真優子 　
221 大島 みなみ
222 田仲 百音
223 北橋 彩
224 高木 英美
225 山城 千優
226 増村 友里子
227 藤掛 和佳子 聖心女子大学体育会ス
228 伊藤 朱里 明治大学

学生男子
231 岡 航平 ディモンズ倶楽部
232 土山 陽太郎 明治大学ボーゲンスキ
233 金井 拓海
234 市川 大樹
235 鷺谷 貴仁 KAIT SKI RACING 
236 佐藤 俊意
237 深見 怜真 ディモンズ倶楽部
238 仙石 宗一郎
239 遠藤 海斗 山梨大学　医学部　ス
240 西山 海斗
241 栂野 僚 慶應義塾大学　ラシャ
242 生源寺 健太 朽木じゃっぴーず
243 大槻 征嗣 体育会所属団体ディモ
244 池田 諒平
245 長尾 星史朗
246 恒川 開
247 橋本 岳 慶應義塾大学　ラシャ
248 山田 響生
249 万丈 景佑 慶應リーゼンスキーク
250 田端 零士 明治大学ボーゲンスキ
251 太田 広天
252 小澤 良平 大学生
253 大佐古 悠生
254 石田 孝輔
255 天貝 蒼一郎 慶應リーゼンスキーク
256 横山 真太郎 昭和大学医学部
257 上野 庄平
258 小谷 拓也
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