
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
261 渡辺 美帆
262 大野 景子
263 中谷 順子 ファーストＧ
264 小嶋 有紀
265 中村 章子 OSAKA ONE PURPOSE
266 毛利 由起子 マルミレーシング
267 穴井 まきこ ゲインレーシングチー
268 岡本 麻優子
269 三島 由美子 チーム愛知
270 武井 久子 NBST
271 森川 順子
272 柳島 理佐子
273 小林 理恵子 the CRoWN
274 杉下 千明 ラスベガス
275 田中 悦子

一般女子
281 石田 ゆみ IBSスキークラブ
282 清水 笑
283 松本 亜希子
284 三輪 栄理子
285 遠山 杏子 妙高ファクトリー
286 佐藤 薫 the CRoWN
287 山本 佑季
288 谷川 沙也香
289 北村 ゆき IBSスキークラブ
290 長沼 菜摘
291 立野  里佳 ディップススキークラ
292 小嶋　茜 相澤病院
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

マスターズ男子
301 須貝 晋二 三条スキークラブ
302 諸橋 博 栃尾スキークラブ
303 長谷川 昭 J-POWER
304 庄司 哲也 ローヤル
305 河合 正彦 三菱自動車岡崎
306 清水 博司 TEAMとうふや
307 橋本  修喜
308 轟 一弥 JFAMILIA
309 鈴木 信也 　
310 林 幸司 チームラッシュ
311 毛利 智樹 マルミレーシング
312 浦野 好紀 浅貝スキークラブ
313 渡辺 和幸
314 小澤 浩司
315 麻田 尚宏 SSTマスターズ
316 棚村 秀明 栃尾スキークラブ
317 吉本 剛 朽木じゃっぴースキー
318 水谷 弘次 三菱ふそう
319 兒玉 安弘 長野市役所スキー部
320 世良 雄一郎 チーム栂池ワールドカ
321 三本 義彦
322 大越 進 江戸っ子レーサーズ
323 小林 研 Dom
324 松村 洋 ファーレンSC
325 佐藤 裕貴 theCRoWN
326 宮崎 浩 ステューピッドスキー
327 田中 邦明 シフト
328 伊藤 淳 the CRoWN
329 森川 貴史 WING
330 竹村 信也 ダイハツスキークラブ
331 佐伯 淳 Dom
332 本宮 達也 まるみレーシング
333 狩野 隆
334 武井 克巳 NBST
335 齋藤 恒彦 シフト
336 梶田 素光 アポプレキシアST
337 清水 靖男
338 奥田 点 チーム愛知
339 森田 耕二 TEAM MORI
340 大中 友志 ファーストジー
341 人見 泰弘 ダイハツスキークラブ
342 江縁 秀利 チーム愛知
343 阿部 祐三 TFSC
344 平澤 達也 ＮＳＣ
345 岡本 圭介
346 西条 己智男 長野市役所スキー部
347 松田 政洋 ダイハツスキークラブ
348 吉野 康博 Dom
349 栗原 将人 みずほ証券
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

350 飯島 和敏
351 稲谷 泰徳
352 黒須 俊一 上野原スキークラブ
353 小嶋 俊久
354 友野 忠昭 奥只見丸山SC
355 秋葉 敬冶 OSAKA ONE PURPOSE
356 藤牧 靖次 MS R acing
357 古川 一嘉 SHIFT
358 山内 泰介 ESC
359 赤尾 豪宜 ゲインレーシングチー
360 内川 政志 ＭＳＲ
361 湧井 正之
362 保倉 宏
363 安倍 信吉
364 畑 国博
365 宮原 敏理 Teamとうふや
366 両角 三国
367 星野 英郎 ゲインレーシングチー
368 田中 敏明 東京消防庁スキー部
369 内山 哲也
370 田中 智樹
371 柄澤 正吾 SILVER THAW
372 伊藤 慎治 カトウスキーチーム
373 山崎 晃弘
374 高見 淳 東京消防庁スキー部
375 坂田 雅則
376 小田切 智幸 長野市スキークラブ
377 佐久間 眞 ちくさスキークラブ
378 中本 昌文 チーム愛知
379 東谷 学由 ゲインレーシングチー
380 山崎 涼 Teamとうふや
381 竹内 慎二
382 小松崎 淳
383 金井 俊彦
384 前川 嘉彦 TEAM とうふや
385 吉田 裕治 チームフォン
386 藤掛 大二郎 ウルブOB
387 宮澤 紀明 聖高原S．?
388 山口 元章 IBSスキークラブ
389 熊谷 宏一
390 有賀 章二 TEAM Mt.
391 大阪 憲行 チーム愛知
392 橘 邦芳 栃尾スキークラブ
393 丸山 貴宏 ファーストG
394 大橋 光一 栃尾スキークラブ
395 鴨下 隆一 SSTマスターズ
396 吉川 弘
397 和田 秀樹 湯の丸スキークラブ
398 谷田 智幸
399 岡田 晃 妙高ファクトリー
400 三木 健史 the CRoWN
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

401 奥山 徹
402 小池 未千孝 Dom
403 乾 智博 ラスベガス
404 岡部 洋一 ツィールトウキョウ

一般男子
411 武井 哲応 スノーモンスターズス
412 内村 陽太
413 小沼 義季
414 藤田 紘輔
415 稲葉 貴 妙高ファクトリー
416 丸田 浩太郎
417 小池 智 川本スキークラブ
418 佐々木 健一 ラッシュ
419 田中 勇気 ワンデリングOB
420 野村 亮太 ESC
421 石田 孝輔
422 市原 誉識 ISC
423 阿良田 康浩 まるみレーシング
424 喜多 智彦
425 神野 卓磨
426 矢津 俊輔
427 中野 雄治 ガレージアジト全開レ
428 小山 凌 ワンデリングOB
429 尹 優進
430 武石 博晃 長野市スキークラブ
431 岡本 壮大
432 中本 壮一郎 チーム愛知

学生女子
441 君嶋 青空
442 伊藤 朱里 明治大学
443 広瀬 奈美 慶應義塾大学ディモン
444 小林 咲貴
445 藤掛 和佳子 聖心女子大学体育会ス
446 田仲 百音
447 山城 千優
448 岡本 真央
449 大島 みなみ
450 榎本 優美 明治大学
451 遠藤 美紗希 聖心女子大学体育会ス
452 増村 友里子
453 乗上 志歩
454 北橋 彩
455 新井 真優子 　
456 高木 英美
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

学生男子
461 恒川 開
462 古屋 大輔
463 鷺谷 貴仁 KAIT SKI RACING 
464 橋本 岳 慶應義塾大学　ラシャ
465 万丈 景佑 慶應リーゼンスキーク
466 遠藤 海斗 山梨大学　医学部　ス
467 大槻 征嗣 体育会所属団体ディモ
468 仙石 宗一郎
469 天貝 蒼一郎 慶應リーゼンスキーク
470 池田 諒平
471 生源寺 健太 朽木じゃっぴーず
472 大佐古 悠生
473 佐藤 俊意
474 田端 零士 明治大学ボーゲンスキ
475 有佑 吉田 　
476 金井 拓海
477 中村 啓和
478 小谷 拓也
479 深井 和泉
480 岡 航平 ディモンズ倶楽部
481 富川 紘州
482 深見 怜真 ディモンズ倶楽部
483 上野 庄平
484 小澤 良平 大学生
485 横山 真太郎 昭和大学医学部
486 平松 直季
487 土山 陽太郎 明治大学ボーゲンスキ
488 長尾 星史朗
489 太田 広天
490 飯沼 皓大 慶應リーゼン
491 市川 大樹
492 奥田 凌平
493 西山 海斗
494 栂野 僚 慶應義塾大学　ラシャ
495 山田 響生
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