
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 820m
フィニッシュ地点 650m
標高差 170m

１本目
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 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

マスターズ女子
1 森川 順子
2 立野 仁美 ディップススキークラ

一般女子
4 石田 ゆみ IBSスキークラブ
5 立野  里佳 ディップススキークラ

マスターズ男子
7 大越 進 江戸っ子レーサーズ
8 曽田 英介 富士吉田スキー連盟
9 服部 正幸 カモシカＳＣ

10 岡村 一彦 スキーフリークスクラ
11 宮原 敏理 Teamとうふや
12 山口 義則 飯綱町スキークラブ
13 鈴木 信也 　
14 前川 嘉彦 TEAM とうふや
15 清水 博司 TEAMとうふや
16 鷲田 伸也 KSC
17 星 弘
18 村松 利也
19 丸山 一広 信光石油㈱
20 小林 泰士
21 阿部 祐三 TFSC
22 両角 三国
23 高見 淳 東京消防庁スキー部
24 阿部 祐司 ABCクラブ
25 渡辺 和幸
26 山内 泰介 ESC
27 立野 博之
28 田中 敏明 東京消防庁スキー部

2021-02-26 / 北信州木島平スキー場 S 2 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

 回転
１本目スタートリスト

--------------------------------------------

木島平村長杯北信州木島平カップスキー大会



ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

一般男子
31 小山 凌 ワンデリングOB
32 伏山 航輝 ワンデリングOB
33 野村 亮太 ESC
34 石崎 龍 ワンデリングOB
35 西原 駿介 石井スポーツスキーク
36 佐々木 健一 ラッシュ
37 内村 陽太

学生女子
41 新井 真優子 　
42 遠藤 美紗希 聖心女子大学体育会ス
43 小林 咲貴
44 藤掛 和佳子 聖心女子大学体育会ス
45 山城 千優
46 伊藤 朱里 明治大学
47 川井 玲奈 聖心体育会スキー部
48 増村 友里子
49 榎本 優美 明治大学
50 岡本 真央
51 君嶋 青空
52 北橋 彩
53 田仲 百音

学生男子
55 土山 陽太郎 明治大学ボーゲンスキ
56 野田 健人
57 大槻 征嗣 体育会所属団体ディモ
58 遠藤 海斗 山梨大学　医学部　ス
59 飯沼 皓大 慶應リーゼン
60 古屋 大輔
61 荻原 佑城
62 生源寺 健太 朽木じゃっぴーず
63 天貝 蒼一郎 慶應リーゼンスキーク
64 小澤 良平 大学生
65 深井 和泉
66 長尾 星史朗
67 大佐古 悠生
68 奥田 凌平
69 深見 怜真 ディモンズ倶楽部
70 小谷 拓也
71 山田 響生
72 栂野 僚 慶應義塾大学　ラシャ
73 上野 庄平
74 万丈 景佑 慶應リーゼンスキーク
75 恒川 開
76 池田 諒平
77 西原 優太 石井スポーツスキーク
78 仙石 宗一郎
79 田端 零士 明治大学ボーゲンスキ
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