
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

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
1 杉下 千明 ラスベガス
2 岡本 麻優子
3 中谷 順子 ファーストＧ
4 武井 久子 NBST
5 柳島 理佐子

一般女子
7 長沼 菜摘
8 石田 ゆみ IBSスキークラブ
9 遠山 杏子 妙高ファクトリー

10 立野  里佳 ディップススキークラ

学生女子
12 高木 英美
13 岡本 真央
14 山城 千優
15 小林 咲貴
16 増村 友里子
17 竹前 七海
18 榎本 優美 明治大学
19 新井 真優子 　
20 伊藤 朱里 明治大学
21 君嶋 青空
22 大島 みなみ
23 乗上 志歩
24 広瀬 奈美 慶應義塾大学ディモン
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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
31 飯島 和敏
32 鷲田 伸也 KSC
33 岡部 健一
34 小池 未千孝 Dom
35 内川 政志 ＭＳＲ
36 武井 克巳 NBST
37 小林 研 Dom
38 星 弘
39 塩原 明之 練馬区スキー協会
40 古川 一嘉 SHIFT
41 藤掛 大二郎 ウルブOB
42 田中 敏明 東京消防庁スキー部
43 佐伯 淳 Dom
44 宮原 敏理 Teamとうふや
45 松村 洋 ファーレンSC
46 阿部 祐三 TFSC
47 竹井 豊 SnowBusters
48 窪田 文彦
49 吉田 裕治 チームフォン
50 前川 嘉彦 TEAM とうふや
51 河合 正彦 三菱自動車岡崎
52 高見 淳 東京消防庁スキー部
53 齋藤 恒彦 シフト
54 岡本 圭介
55 清水 博司 TEAMとうふや
56 田中 邦明 シフト
57 岡田 晃 妙高ファクトリー
58 山崎 涼 Teamとうふや
59 油井 薫
60 奥山 直樹 新潟県立中央病院
61 星野 英郎 ゲインレーシングチー
62 吉野 康博 Dom
63 安倍 信吉
64 清水 靖男

一般男子
71 市原 誉識 ISC
72 石田 孝輔
73 加藤 健士朗
74 小沼 義季
75 高野 宏太
76 佐々木 健一 ラッシュ
77 神野 卓磨
78 稲葉 貴 妙高ファクトリー
79 伏山 航輝 ワンデリングOB
80 山口 達也
81 石崎 龍 ワンデリングOB
82 西原 駿介 石井スポーツスキーク
83 田中 勇気 ワンデリングOB
84 尹 優進
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 所　属　名

85 小山 凌 ワンデリングOB
86 齋藤 竜哉
87 武井 哲応 スノーモンスターズス
88 土屋 智章
89 野村 亮太 ESC
90 井堀 大智 シュプリンゲンスキー
91 藤田 紘輔
92 小池 智 川本スキークラブ
93 槙島 大輝 ワンデリングOB（？）
94 喜多 智彦
95 内村 陽太

学生男子
101 上野 庄平
102 遠藤 海斗 山梨大学　医学部　ス
103 横山 真太郎 昭和大学医学部
104 西原 優太 石井スポーツスキーク
105 長尾 星史朗
106 太田 広天
107 市川 大樹
108 中村 啓和
109 佐藤 俊意
110 山田 響生
111 岡 航平 ディモンズ倶楽部
112 栂野 僚 慶應義塾大学　ラシャ
113 仙石 宗一郎
114 生源寺 健太 朽木じゃっぴーず
115 天貝 蒼一郎 慶應リーゼンスキーク
116 深井 和泉
117 奥田 凌平
118 橋本 岳 慶應義塾大学　ラシャ
119 小澤 良平 　
120 田端 零士 明治大学ボーゲンスキ
121 恒川 開
122 池田 諒平
123 小谷 拓也
124 有佑 吉田 　
125 西山 海斗
126 大槻 征嗣 体育会所属団体ディモ
127 大佐古 悠生
128 深見 怜真 ディモンズ倶楽部
129 古屋 大輔
130 土山 陽太郎 明治大学ボーゲンスキ
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