
第２回 全日本マスターズ
スキー技術選手権大会

会　期	 2022 年 2 月 4日（金）～ 6日（日）
会　場	 長野県・白馬岩岳スノーフィールド
主　催	 公益財団法人　全日本スキー連盟
主　管	 公益財団法人　長野県スキー連盟
	 一般社団法人　白馬村スキークラブ
後　援	 白馬村
	 白馬岩岳観光協会
	 日本スキー場開発（株）
	 （株）岩岳リゾート
協　賛	 ジャガー・ランドローバー・ジャパン（株）
	 （株）日本旅行
	 （株）リエイ
	 グループ・ロシニョール（株）
	 （株）ブルーモリス
	 HEAD	Japan
	 MDVスポーツジャパン（株）

選手会資料
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リフト運行時間
★らいペア
　2月5日（土）・6日（日）
　8：00～13：00のみ運行
★かも1
　8:00～16:20
★その他
　ゲレンデ公式サイト「リフト状況」による
https://iwatake-mountain-resort.com/winter/course_lift

コートへの導線

第2駐車場（中央駐車場）
選手の皆様は

この駐車場をご利用ください

第3駐車場

第4駐車場

第1駐車場

公式掲示板
表彰会場（屋外）

関係者駐車場
地元スタッフP

スキースクール

＜受付＞
ホワイトプラザ

新型コロナウイルス感染防止対策のため、開閉会式は中止。表彰式等は屋外で行います。
表彰式等の開催場所は、公式掲示や放送で案内いたします。ご注意

受付場所・関連施設マップ

コートマップ ご注意
大会公式プログラムと違った
記載になっています。
こちらが正しい記載です。
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スケジュール　（2022.2.03 改定）

５-6 日の競技開始時刻が変更になりましたので、ご注意ください。

日付 予定時刻 内容 予定会場

2/4（金） 09:00 ～ 12:00 受付 ホワイトプラザ　特設受付

10:00 ～ 15:00 公式練習 ノンストップ／ビッグバーン

10:00 ～ 12:00 ワンポイントレッスン かもしかレーシングコース

13:00 ～ 15:00 〃 〃

15:30 ～ 開会式・選手会（中止）

2/5（土） 8:30 ～ 9:15 インスペクション（横滑りにて行う） 
入場締切は 9:00

各コート

9:00 9:30 ～ 小回りリズム変化（BIB：1 ～）※ ノンストップバーン

9:00 9:30 ～ 大回り（BIB：75 ～）※ ビッグバーン

13:30 ～ 15:30 ワンポイントレッスン ノンストップバーン他

2/6（日） 8:30 ～ 9:15 インスペクション（横滑りにて行う） 
入場締切は 9:00

各コート

9:00 9:30 ～ 総合滑降（BIB：1 ～）※ ビッグバーン

9:00 9:30 ～ 小回り（BIB：75 ～）※ ノンストップバーン

午後 表彰式　/　閉会式（中止） ホワイトプラザ前

※各種目のローテーションは、15	ページを参照してください
※やむをえず４日に受付できない場合は、５日7:30 ～ 8:00 にホワイトプラザ南角の入口から入場し、簡易抗原検査を受
けてください。

ローテーション（スタート順）

•	 自分のスタート時間に十分に間に合うように、スタート地点にご集合ください
•	 演技終了後は、速やかに次の種目のスタート地点に移動してください

2月 5日（土） 9:30 ～ 小回り	リズム変化
（ノンストップバーン）

BIBが 1番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）1	→	2	→	3	→	4	→	5	→	6
→（男性の班No）8	→	7	→	10	→	9	→	12	→	11
→（女性の班No）14	→	13	→	16	→	15	→	18	→	17	→	20	→	19	→	21

9:30 ～ 大回り
（ビッグバーン）

BIBが 75 番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）7	→	8	→	9	→	10	→	11	→	12
→（女性の班No）13	→	14	→	15	→	16	→	17	→	18	→	19	→	20	→	21
→（男性の班No）2	→	1	→	4	→	3	→	6	→	5

2 月 6日（日） 9:30 ～ 総合滑降
（ビッグバーン）

BIBが 1番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）1	→	2	→	3	→	4	→	5	→	6
→（男性の班No）8	→	7	→	10	→	9	→	12	→	11
→（女性の班No）14	→	13	→	16	→	15	→	18	→	17	→	20	→	19	→	21

9:30 ～ 小回り
（ノンストップバーン）

BIBが 75 番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）7	→	8	→	9	→	10	→	11	→	12
→（女性の班No）13	→	14	→	15	→	16	→	17	→	18	→	19	→	20	→	21
→（男性の班No）2	→	1	→	4	→	3	→	6	→	5
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検温シール
出場選手の皆様には、毎日検温を行い異常の無い証として「検温シール」をビブ（ビブの左
上部）に張り付けていただきます。
必ず、下記の要領で「検温シール」を受け取り、各自で貼り付け
てください。

•	１日目は受付時に検温を行います。異常の無い方へシールを
お渡しいたします。	
公式練習中は、必ず貼り付けてください。
•	2～ 3日目は 8：00 ～ 9：00 検温作業をホワイトプラザ（受
付と同じ場所）で行います。	
異常の無い方へシールをお渡しいたします。	
その日の競技終了までは、必ず貼り付けてください。

競技・成績
【合計得点が同じ場合】
合計得点が同じ場合は、下記の種目の得点が高い者を選出する。
1.	 第１候補︰総合滑降（２日目）
2.	 第２候補︰小回り（２日目）
3.	 第３候補︰小回りリズム変化（１日目）
4.	 第４候補︰大回り（１日目）

マテリアルチェックとコマーシャルマーキング
•	詳細は、大会要項をお読みください
•	不安な方やコマーシャルマーキング申請等が必要な方は	
日時：4日 15:30 ～ 16:30	
場所：ホワイトプラザ 2Fレーシングオフィス　　まで、お越しください

コースインスペクション　（2022.2.03 改定）

前ページのタイムスケジュールをご確認ください。
横滑りで行うこと。またコート状況等により変更する場合もございますので、会場放送や
公式掲示板（ホワイトプラザ内）をご確認ください。

競技に関する質問・お問合せ
•	公式サイト	
お問合せフォームより（2/3	24:00 まで）
•	直接対応	
ホワイトプラザ 2F	レーシングオフィス（2/4	15:00 ～ 16:00		→ 15:30 ～ 16:30）
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抗議
各日の全競技終了後 15分以内に、レーシングオフィス（ホワイトプラザ 2F）にお申し出ください。

会場・宿舎等でコロナ感染予防
全国的に「まん延防止等重点措置」が発令されています。大会運営サイド、宿泊施設等も
感染予防に努めていますので、選手や関係各位の皆様もご協力のほどよろしくお願いいた
します。宿泊施設やその他施設等の中には、より厳しい対策をお願いする場合もございま
すが、重ねてご理解・ご協力をお願いいたします。



bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回りリズム変化　スタートリスト 開催日：2022/02/05

40歳～49歳の部（男子） 1 班

1 坂元 健太郎 サカモト ケンタロウ 44 兵庫県

2 高橋 隆太 タカハシ リュウタ 40 北海道

3 石原 千宏 イシハラ チヒロ 45 埼玉県

4 藤森 政彦 フジモリ マサヒコ 48 東京都

5 三浦 順 ミウラ ジュン 45 東京都

6 栗林 克行 クリバヤシ カツユキ 45 埼玉県

7 平岡 民好 ヒラオカ タミヨシ 43 京都府

8 尾花 淳 オバナ ジュン 48 東京都

40歳～49歳の部（男子） 2 班

9 野々宮 秀明 ノノミヤ ヒデアキ 43 北海道

10 盛口 泰孝 モリグチ ヤスタカ 48 東京都

11 櫻田 貴 サクラダ タカシ 45 福島県

12 風間 明人 カザマ アキヒト 49 長野県

13 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ 48 東京都

14 國本 貴之 クニモト タカユキ 48 長野県

15 安田 晃己 ヤスダ テルキ 43 東京都

16 畑 裕一 ハタ ユウイチ 47 大阪府

50歳～54歳の部（男子） 3 班

17 神崎 清志 カンザキ キヨシ 54 東京都

18 山田 洋 ヤマダ ヒロシ 50 神奈川

19 斉藤 康弘 サイトウ ヤスヒロ 51 山形県

20 古谷 啓志 フルヤ ヒロシ 54 静岡県

21 岩田 歩 イワタ アユム 51 富山県

22 山口 賢吾 ヤマグチ ケンゴ 54 長野県

23 石田 浩 イシダ ヒロシ 51 東京都

24 鈴木 太成 スズキ ヒロナリ 53 愛知県

25 木村 英輝 キムラ ヒデキ 51 北海道

26 玉置 琢也 タマキ タクヤ 52 東京都

27 内藤 一広 ナイトウ カズヒロ 50 宮城県

28 杉江 宏之 スギエ ヒロユキ 53 富山県

50歳～54歳の部（男子） 4 班

29 渡邉 徹 ワタナベ トオル 52 愛知県

30 浅井 昭裕 アサイ アキヒロ 50 大阪府

31 富沢 正道 トミザワ マサミチ 50 愛知県

32 原田 朋憲 ハラダ トモノリ 50 北海道

33 野平 智之 ノダイラ トモユキ 53 埼玉県

34 齋藤 潔 サイトウ キヨシ 50 群馬県

35 宮島 広志 ミヤジマ ヒロシ 53 長野県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回りリズム変化　スタートリスト 開催日：2022/02/05

36 清水 久裕 シミズ ヒサヒロ 53 東京都

37 大橋 啓祐 オオハシ ケイスケ 54 東京都

38 一ノ木 光治 イチノキ コウジ 54 三重県

39 室賀 秀一 ムロガ シュウイチ 50 長野県

55歳～59歳の部（男子） 5 班

40 二宮 東名 ニノミヤ ハルナ 55 東京都

41 田中 達雄 タナカ タツオ 55 千葉県

42 細田 明 ホソダ アキラ 59 島根県

43 光岡 主税 ミツオカ チカラ 56 愛知県

44 齋藤 昭弘 サイトウ アキヒロ 57 山形県

45 榎並 雪彦 エナミ ユキヒコ 58 群馬県

46 石川 陽一 イシカワ ヒロカズ 56 埼玉県

47 佐々木 賢哉 ササキ ケンヤ 56 宮城県

48 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ 59 長野県

49 辻野 泰行 ツジノ ヤスユキ 55 北海道

50 清水 英文 シミズ ヒデフミ 59 兵庫県

51 大澤 敬造 オオサワ ケイゾウ 56 東京都

52 三島 貴敬 ミシマ タカノリ 55 青森県

53 矢端 基之 ヤバタ モトユキ 55 群馬県

54 今福 勝 イマフク マサル 56 山梨県

55 小枝 法弘 コエダ ノリヒロ 57 栃木県

56 阿部 和人 アベ カズト 58 鹿児島

57 名取 芳春 ナトリ ヨシハル 59 山形県

55歳～59歳の部（男子） 6 班

58 三村 浩 ミムラ ヒロシ 57 茨城県

59 石川 禅 イシカワ ユズル 55 神奈川

60 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 57 山梨県

61 後藤 浩 ゴトウ ヒロシ 58 山形県

62 五藤 伸賢 ゴトウ シンケン 57 愛知県

63 山本 均 ヤマモト ヒトシ 59 石川県

64 池田 正 イケダ タダシ 58 長野県

65 豊永  雅典 トヨナガ マサノリ 56 兵庫県

66 森 仁徳 モリ キミノリ 55 愛知県

67 佐野 勝 サノ マサル 59 山梨県

68 堀居 浩和 ホリイ ヒロカズ 57 滋賀県

69 仲亀 雅己 ナカガメ マサミ 55 神奈川

70 濱田 幸一 ハマダ コウイチ 55 埼玉県

71 鮎川 豊 アユカワ ユタカ 59 東京都

72 小田 雅志 オダ マサシ 56 埼玉県

73 青山  和敏 アオヤマ カズトシ 55 愛知県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回りリズム変化　スタートリスト 開催日：2022/02/05

74 赤塚 典之 アカツカ ノリユキ 57 北海道

60歳～64歳の部（男子） 8 班

85 河原 浩志 カワハラ ヒロシ 61 京都府

86 川尻 知幸 カワジリ トモユキ 64 富山県

87 宮田 泰徳 ミヤタ ヤスノリ 60 愛知県

88 山崎 錦往 ヤマザキ カネヒサ 62 長野県

89 古屋 伸記 フルヤ シンキ 60 東京都

90 細野 文仁 ホソノ フミヒト 61 岐阜県

91 高橋 良和 タカハシ ヨシカズ 60 千葉県

92 那須 哲男 ナス テツオ 63 兵庫県

93 神原 新一 カンバラ シンイチ 63 長野県

94 銭谷 安志 ゼニヤ ヤスシ 60 北海道

60歳～64歳の部（男子） 7 班

75 井出 文洋 イデ フミヒロ 60 長野県

76 松生 栄司 マツオイ エイジ 64 高知県

77 高橋 秀孝 タカハシ ヒデタカ 61 北海道

78 市村 芳二 イチムラ ヨシジ 63 茨城県

79 戸田 善幸 トダ ヨシユキ 60 兵庫県

80 八木 寛 ヤギ ユタカ 64 愛知県

81 新森 信幸 シンモリ ノブユキ 62 島根県

82 筒井 正浩 ツツイ マサヒロ 60 兵庫県

83 林 哲也 ハヤシ テツヤ 61 東京都

84 稲見 正雄 イナミ マサオ 61 栃木県

65歳～69歳の部（男子） 10 班

99 木ノ原 敬久 キノハラ タカヒサ 69 大阪府

100 室 義明 ムロ ヨシアキ 69 広島県

101 小林 恒重 コバヤシ ツネシゲ 65 長野県

65歳～69歳の部（男子） 9 班

95 中條 郁 チュウジョウ ヒサシ 66 京都府

96 水野 隆 ミズノ タカシ 67 愛知県

97 川辺 金光 カワベ カネミツ 69 秋田県

98 金光 淳一 コンコウ ジュンイチ 66 東京都

70歳以上の部（男子） 12 班

107 村田 栄 ムラタ サカエ 74 愛知県

108 櫛田 実 クシダ ミノル 71 東京都

109 高田 和幸 タカタ カズユキ 71 広島県

110 山本 洋一 ヤマモト ヨウイチ 80 奈良県

70歳以上の部（男子） 11 班
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回りリズム変化　スタートリスト 開催日：2022/02/05

102 恩地 博 オンチ ヒロシ 71 東京都

103 瀬木 正直 セギ マサナオ 76 岐阜県

104 横山 貢 ヨコヤマ ミツグ 70 長野県

105 表 勝己 オモテ カツミ 70 鳥取県

106 土屋 正裕 ツチヤ マサヒロ 70 長野県

40歳～49歳の部（女子） 14 班

113 滝川 倫枝 タキガワ ノリエ 48 京都府

114 池田 麻里 イケダ マリ 45 北海道

40歳～49歳の部（女子） 13 班

111 今井 明日香 イマイ アスカ 48 新潟県

112 清水 章子 シミズ アキコ 48 東京都

50歳～54歳の部（女子） 16 班

118 玉置 桂子 タマキ ケイコ 52 東京都

119 平岡 千春 ヒラオカ チハル 52 長野県

120 篠原 実加 シノハラ ミカ 52 滋賀県

50歳～54歳の部（女子） 15 班

115 齊藤 陽子 サイトウ ヨウコ 51 山形県

116 稲川 眞利子 イナガワ マリコ 53 埼玉県

117 高橋 弘美 タカハシ ヒロミ 54 千葉県

55歳～59歳の部（女子） 18 班

125 小池 晴美 コイケ ハルミ 57 群馬県

126 原田 雅子 ハラダ マサコ 58 千葉県

127 澁谷 初枝 シブヤ ハツエ 59 埼玉県

55歳～59歳の部（女子） 17 班

121 大津 郁子 オオツ イクコ 55 長野県

122 細井 聖子 ホソイ セイコ 56 埼玉県

123 木ノ原 真由美 キノハラ マユミ 59 大阪府

124 林 恵子 ハヤシ ケイコ 59 東京都

60歳～64歳の部（女子） 20 班

129 瀧 真志子 タキ マシコ 62 兵庫県

60歳～64歳の部（女子） 19 班

128 金光 朗子 コンコウ アキコ 61 東京都

65歳～69歳の部（女子） 21 班

130 小西 道代 コニシ ミチヨ 66 岐阜県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 大回り　スタートリスト 開催日：2022/02/05

60歳～64歳の部（男子） 7 班

75 井出 文洋 イデ フミヒロ 60 長野県

76 松生 栄司 マツオイ エイジ 64 高知県

77 高橋 秀孝 タカハシ ヒデタカ 61 北海道

78 市村 芳二 イチムラ ヨシジ 63 茨城県

79 戸田 善幸 トダ ヨシユキ 60 兵庫県

80 八木 寛 ヤギ ユタカ 64 愛知県

81 新森 信幸 シンモリ ノブユキ 62 島根県

82 筒井 正浩 ツツイ マサヒロ 60 兵庫県

83 林 哲也 ハヤシ テツヤ 61 東京都

84 稲見 正雄 イナミ マサオ 61 栃木県

60歳～64歳の部（男子） 8 班

85 河原 浩志 カワハラ ヒロシ 61 京都府

86 川尻 知幸 カワジリ トモユキ 64 富山県

87 宮田 泰徳 ミヤタ ヤスノリ 60 愛知県

88 山崎 錦往 ヤマザキ カネヒサ 62 長野県

89 古屋 伸記 フルヤ シンキ 60 東京都

90 細野 文仁 ホソノ フミヒト 61 岐阜県

91 高橋 良和 タカハシ ヨシカズ 60 千葉県

92 那須 哲男 ナス テツオ 63 兵庫県

93 神原 新一 カンバラ シンイチ 63 長野県

94 銭谷 安志 ゼニヤ ヤスシ 60 北海道

65歳～69歳の部（男子） 9 班

95 中條 郁 チュウジョウ ヒサシ 66 京都府

96 水野 隆 ミズノ タカシ 67 愛知県

97 川辺 金光 カワベ カネミツ 69 秋田県

98 金光 淳一 コンコウ ジュンイチ 66 東京都

65歳～69歳の部（男子） 10 班

99 木ノ原 敬久 キノハラ タカヒサ 69 大阪府

100 室 義明 ムロ ヨシアキ 69 広島県

101 小林 恒重 コバヤシ ツネシゲ 65 長野県

70歳以上の部（男子） 11 班

102 恩地 博 オンチ ヒロシ 71 東京都

103 瀬木 正直 セギ マサナオ 76 岐阜県

104 横山 貢 ヨコヤマ ミツグ 70 長野県

105 表 勝己 オモテ カツミ 70 鳥取県

106 土屋 正裕 ツチヤ マサヒロ 70 長野県

70歳以上の部（男子） 12 班

1/4 ページ



bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 大回り　スタートリスト 開催日：2022/02/05

107 村田 栄 ムラタ サカエ 74 愛知県

108 櫛田 実 クシダ ミノル 71 東京都

109 高田 和幸 タカタ カズユキ 71 広島県

110 山本 洋一 ヤマモト ヨウイチ 80 奈良県

40歳～49歳の部（女子） 13 班

111 今井 明日香 イマイ アスカ 48 新潟県

112 清水 章子 シミズ アキコ 48 東京都

40歳～49歳の部（女子） 14 班

113 滝川 倫枝 タキガワ ノリエ 48 京都府

114 池田 麻里 イケダ マリ 45 北海道

50歳～54歳の部（女子） 15 班

115 齊藤 陽子 サイトウ ヨウコ 51 山形県

116 稲川 眞利子 イナガワ マリコ 53 埼玉県

117 高橋 弘美 タカハシ ヒロミ 54 千葉県

50歳～54歳の部（女子） 16 班

118 玉置 桂子 タマキ ケイコ 52 東京都

119 平岡 千春 ヒラオカ チハル 52 長野県

120 篠原 実加 シノハラ ミカ 52 滋賀県

55歳～59歳の部（女子） 17 班

121 大津 郁子 オオツ イクコ 55 長野県

122 細井 聖子 ホソイ セイコ 56 埼玉県

123 木ノ原 真由美 キノハラ マユミ 59 大阪府

124 林 恵子 ハヤシ ケイコ 59 東京都

55歳～59歳の部（女子） 18 班

125 小池 晴美 コイケ ハルミ 57 群馬県

126 原田 雅子 ハラダ マサコ 58 千葉県

127 澁谷 初枝 シブヤ ハツエ 59 埼玉県

60歳～64歳の部（女子） 19 班

128 金光 朗子 コンコウ アキコ 61 東京都

60歳～64歳の部（女子） 20 班

129 瀧 真志子 タキ マシコ 62 兵庫県

65歳～69歳の部（女子） 21 班

130 小西 道代 コニシ ミチヨ 66 岐阜県

40歳～49歳の部（男子） 2 班

9 野々宮 秀明 ノノミヤ ヒデアキ 43 北海道

10 盛口 泰孝 モリグチ ヤスタカ 48 東京都

11 櫻田 貴 サクラダ タカシ 45 福島県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 大回り　スタートリスト 開催日：2022/02/05

12 風間 明人 カザマ アキヒト 49 長野県

13 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ 48 東京都

14 國本 貴之 クニモト タカユキ 48 長野県

15 安田 晃己 ヤスダ テルキ 43 東京都

16 畑 裕一 ハタ ユウイチ 47 大阪府

40歳～49歳の部（男子） 1 班

1 坂元 健太郎 サカモト ケンタロウ 44 兵庫県

2 高橋 隆太 タカハシ リュウタ 40 北海道

3 石原 千宏 イシハラ チヒロ 45 埼玉県

4 藤森 政彦 フジモリ マサヒコ 48 東京都

5 三浦 順 ミウラ ジュン 45 東京都

6 栗林 克行 クリバヤシ カツユキ 45 埼玉県

7 平岡 民好 ヒラオカ タミヨシ 43 京都府

8 尾花 淳 オバナ ジュン 48 東京都

50歳～54歳の部（男子） 4 班

29 渡邉 徹 ワタナベ トオル 52 愛知県

30 浅井 昭裕 アサイ アキヒロ 50 大阪府

31 富沢 正道 トミザワ マサミチ 50 愛知県

32 原田 朋憲 ハラダ トモノリ 50 北海道

33 野平 智之 ノダイラ トモユキ 53 埼玉県

34 齋藤 潔 サイトウ キヨシ 50 群馬県

35 宮島 広志 ミヤジマ ヒロシ 53 長野県

36 清水 久裕 シミズ ヒサヒロ 53 東京都

37 大橋 啓祐 オオハシ ケイスケ 54 東京都

38 一ノ木 光治 イチノキ コウジ 54 三重県

39 室賀 秀一 ムロガ シュウイチ 50 長野県

50歳～54歳の部（男子） 3 班

17 神崎 清志 カンザキ キヨシ 54 東京都

18 山田 洋 ヤマダ ヒロシ 50 神奈川

19 斉藤 康弘 サイトウ ヤスヒロ 51 山形県

20 古谷 啓志 フルヤ ヒロシ 54 静岡県

21 岩田 歩 イワタ アユム 51 富山県

22 山口 賢吾 ヤマグチ ケンゴ 54 長野県

23 石田 浩 イシダ ヒロシ 51 東京都

24 鈴木 太成 スズキ ヒロナリ 53 愛知県

25 木村 英輝 キムラ ヒデキ 51 北海道

26 玉置 琢也 タマキ タクヤ 52 東京都

27 内藤 一広 ナイトウ カズヒロ 50 宮城県

28 杉江 宏之 スギエ ヒロユキ 53 富山県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 大回り　スタートリスト 開催日：2022/02/05

55歳～59歳の部（男子） 6 班

58 三村 浩 ミムラ ヒロシ 57 茨城県

59 石川 禅 イシカワ ユズル 55 神奈川

60 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 57 山梨県

61 後藤 浩 ゴトウ ヒロシ 58 山形県

62 五藤 伸賢 ゴトウ シンケン 57 愛知県

63 山本 均 ヤマモト ヒトシ 59 石川県

64 池田 正 イケダ タダシ 58 長野県

65 豊永  雅典 トヨナガ マサノリ 56 兵庫県

66 森 仁徳 モリ キミノリ 55 愛知県

67 佐野 勝 サノ マサル 59 山梨県

68 堀居 浩和 ホリイ ヒロカズ 57 滋賀県

69 仲亀 雅己 ナカガメ マサミ 55 神奈川

70 濱田 幸一 ハマダ コウイチ 55 埼玉県

71 鮎川 豊 アユカワ ユタカ 59 東京都

72 小田 雅志 オダ マサシ 56 埼玉県

73 青山  和敏 アオヤマ カズトシ 55 愛知県

74 赤塚 典之 アカツカ ノリユキ 57 北海道

55歳～59歳の部（男子） 5 班

40 二宮 東名 ニノミヤ ハルナ 55 東京都

41 田中 達雄 タナカ タツオ 55 千葉県

42 細田 明 ホソダ アキラ 59 島根県

43 光岡 主税 ミツオカ チカラ 56 愛知県

44 齋藤 昭弘 サイトウ アキヒロ 57 山形県

45 榎並 雪彦 エナミ ユキヒコ 58 群馬県

46 石川 陽一 イシカワ ヒロカズ 56 埼玉県

47 佐々木 賢哉 ササキ ケンヤ 56 宮城県

48 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ 59 長野県

49 辻野 泰行 ツジノ ヤスユキ 55 北海道

50 清水 英文 シミズ ヒデフミ 59 兵庫県

51 大澤 敬造 オオサワ ケイゾウ 56 東京都

52 三島 貴敬 ミシマ タカノリ 55 青森県

53 矢端 基之 ヤバタ モトユキ 55 群馬県

54 今福 勝 イマフク マサル 56 山梨県

55 小枝 法弘 コエダ ノリヒロ 57 栃木県

56 阿部 和人 アベ カズト 58 鹿児島

57 名取 芳春 ナトリ ヨシハル 59 山形県
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種目： 総合滑降　スタートリスト 開催日：2022/02/06

40歳～49歳の部（男子） 1 班

1 坂元 健太郎 サカモト ケンタロウ 44 兵庫県

2 高橋 隆太 タカハシ リュウタ 40 北海道

3 石原 千宏 イシハラ チヒロ 45 埼玉県

4 藤森 政彦 フジモリ マサヒコ 48 東京都

5 三浦 順 ミウラ ジュン 45 東京都

6 栗林 克行 クリバヤシ カツユキ 45 埼玉県

7 平岡 民好 ヒラオカ タミヨシ 43 京都府

8 尾花 淳 オバナ ジュン 48 東京都

40歳～49歳の部（男子） 2 班

9 野々宮 秀明 ノノミヤ ヒデアキ 43 北海道

10 盛口 泰孝 モリグチ ヤスタカ 48 東京都

11 櫻田 貴 サクラダ タカシ 45 福島県

12 風間 明人 カザマ アキヒト 49 長野県

13 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ 48 東京都

14 國本 貴之 クニモト タカユキ 48 長野県

15 安田 晃己 ヤスダ テルキ 43 東京都

16 畑 裕一 ハタ ユウイチ 47 大阪府

50歳～54歳の部（男子） 3 班

17 神崎 清志 カンザキ キヨシ 54 東京都

18 山田 洋 ヤマダ ヒロシ 50 神奈川

19 斉藤 康弘 サイトウ ヤスヒロ 51 山形県

20 古谷 啓志 フルヤ ヒロシ 54 静岡県

21 岩田 歩 イワタ アユム 51 富山県

22 山口 賢吾 ヤマグチ ケンゴ 54 長野県

23 石田 浩 イシダ ヒロシ 51 東京都

24 鈴木 太成 スズキ ヒロナリ 53 愛知県

25 木村 英輝 キムラ ヒデキ 51 北海道

26 玉置 琢也 タマキ タクヤ 52 東京都

27 内藤 一広 ナイトウ カズヒロ 50 宮城県

28 杉江 宏之 スギエ ヒロユキ 53 富山県

50歳～54歳の部（男子） 4 班

29 渡邉 徹 ワタナベ トオル 52 愛知県

30 浅井 昭裕 アサイ アキヒロ 50 大阪府

31 富沢 正道 トミザワ マサミチ 50 愛知県

32 原田 朋憲 ハラダ トモノリ 50 北海道

33 野平 智之 ノダイラ トモユキ 53 埼玉県

34 齋藤 潔 サイトウ キヨシ 50 群馬県

35 宮島 広志 ミヤジマ ヒロシ 53 長野県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 総合滑降　スタートリスト 開催日：2022/02/06

36 清水 久裕 シミズ ヒサヒロ 53 東京都

37 大橋 啓祐 オオハシ ケイスケ 54 東京都

38 一ノ木 光治 イチノキ コウジ 54 三重県

39 室賀 秀一 ムロガ シュウイチ 50 長野県

55歳～59歳の部（男子） 5 班

40 二宮 東名 ニノミヤ ハルナ 55 東京都

41 田中 達雄 タナカ タツオ 55 千葉県

42 細田 明 ホソダ アキラ 59 島根県

43 光岡 主税 ミツオカ チカラ 56 愛知県

44 齋藤 昭弘 サイトウ アキヒロ 57 山形県

45 榎並 雪彦 エナミ ユキヒコ 58 群馬県

46 石川 陽一 イシカワ ヒロカズ 56 埼玉県

47 佐々木 賢哉 ササキ ケンヤ 56 宮城県

48 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ 59 長野県

49 辻野 泰行 ツジノ ヤスユキ 55 北海道

50 清水 英文 シミズ ヒデフミ 59 兵庫県

51 大澤 敬造 オオサワ ケイゾウ 56 東京都

52 三島 貴敬 ミシマ タカノリ 55 青森県

53 矢端 基之 ヤバタ モトユキ 55 群馬県

54 今福 勝 イマフク マサル 56 山梨県

55 小枝 法弘 コエダ ノリヒロ 57 栃木県

56 阿部 和人 アベ カズト 58 鹿児島

57 名取 芳春 ナトリ ヨシハル 59 山形県

55歳～59歳の部（男子） 6 班

58 三村 浩 ミムラ ヒロシ 57 茨城県

59 石川 禅 イシカワ ユズル 55 神奈川

60 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 57 山梨県

61 後藤 浩 ゴトウ ヒロシ 58 山形県

62 五藤 伸賢 ゴトウ シンケン 57 愛知県

63 山本 均 ヤマモト ヒトシ 59 石川県

64 池田 正 イケダ タダシ 58 長野県

65 豊永  雅典 トヨナガ マサノリ 56 兵庫県

66 森 仁徳 モリ キミノリ 55 愛知県

67 佐野 勝 サノ マサル 59 山梨県

68 堀居 浩和 ホリイ ヒロカズ 57 滋賀県

69 仲亀 雅己 ナカガメ マサミ 55 神奈川

70 濱田 幸一 ハマダ コウイチ 55 埼玉県

71 鮎川 豊 アユカワ ユタカ 59 東京都

72 小田 雅志 オダ マサシ 56 埼玉県

73 青山  和敏 アオヤマ カズトシ 55 愛知県
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種目： 総合滑降　スタートリスト 開催日：2022/02/06

74 赤塚 典之 アカツカ ノリユキ 57 北海道

60歳～64歳の部（男子） 8 班

85 河原 浩志 カワハラ ヒロシ 61 京都府

86 川尻 知幸 カワジリ トモユキ 64 富山県

87 宮田 泰徳 ミヤタ ヤスノリ 60 愛知県

88 山崎 錦往 ヤマザキ カネヒサ 62 長野県

89 古屋 伸記 フルヤ シンキ 60 東京都

90 細野 文仁 ホソノ フミヒト 61 岐阜県

91 高橋 良和 タカハシ ヨシカズ 60 千葉県

92 那須 哲男 ナス テツオ 63 兵庫県

93 神原 新一 カンバラ シンイチ 63 長野県

94 銭谷 安志 ゼニヤ ヤスシ 60 北海道

60歳～64歳の部（男子） 7 班

75 井出 文洋 イデ フミヒロ 60 長野県

76 松生 栄司 マツオイ エイジ 64 高知県

77 高橋 秀孝 タカハシ ヒデタカ 61 北海道

78 市村 芳二 イチムラ ヨシジ 63 茨城県

79 戸田 善幸 トダ ヨシユキ 60 兵庫県

80 八木 寛 ヤギ ユタカ 64 愛知県

81 新森 信幸 シンモリ ノブユキ 62 島根県

82 筒井 正浩 ツツイ マサヒロ 60 兵庫県

83 林 哲也 ハヤシ テツヤ 61 東京都

84 稲見 正雄 イナミ マサオ 61 栃木県

65歳～69歳の部（男子） 10 班

99 木ノ原 敬久 キノハラ タカヒサ 69 大阪府

100 室 義明 ムロ ヨシアキ 69 広島県

101 小林 恒重 コバヤシ ツネシゲ 65 長野県

65歳～69歳の部（男子） 9 班

95 中條 郁 チュウジョウ ヒサシ 66 京都府

96 水野 隆 ミズノ タカシ 67 愛知県

97 川辺 金光 カワベ カネミツ 69 秋田県

98 金光 淳一 コンコウ ジュンイチ 66 東京都

70歳以上の部（男子） 12 班

107 村田 栄 ムラタ サカエ 74 愛知県

108 櫛田 実 クシダ ミノル 71 東京都

109 高田 和幸 タカタ カズユキ 71 広島県

110 山本 洋一 ヤマモト ヨウイチ 80 奈良県

70歳以上の部（男子） 11 班
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 総合滑降　スタートリスト 開催日：2022/02/06

102 恩地 博 オンチ ヒロシ 71 東京都

103 瀬木 正直 セギ マサナオ 76 岐阜県

104 横山 貢 ヨコヤマ ミツグ 70 長野県

105 表 勝己 オモテ カツミ 70 鳥取県

106 土屋 正裕 ツチヤ マサヒロ 70 長野県

40歳～49歳の部（女子） 14 班

113 滝川 倫枝 タキガワ ノリエ 48 京都府

114 池田 麻里 イケダ マリ 45 北海道

40歳～49歳の部（女子） 13 班

111 今井 明日香 イマイ アスカ 48 新潟県

112 清水 章子 シミズ アキコ 48 東京都

50歳～54歳の部（女子） 16 班

118 玉置 桂子 タマキ ケイコ 52 東京都

119 平岡 千春 ヒラオカ チハル 52 長野県

120 篠原 実加 シノハラ ミカ 52 滋賀県

50歳～54歳の部（女子） 15 班

115 齊藤 陽子 サイトウ ヨウコ 51 山形県

116 稲川 眞利子 イナガワ マリコ 53 埼玉県

117 高橋 弘美 タカハシ ヒロミ 54 千葉県

55歳～59歳の部（女子） 18 班

125 小池 晴美 コイケ ハルミ 57 群馬県

126 原田 雅子 ハラダ マサコ 58 千葉県

127 澁谷 初枝 シブヤ ハツエ 59 埼玉県

55歳～59歳の部（女子） 17 班

121 大津 郁子 オオツ イクコ 55 長野県

122 細井 聖子 ホソイ セイコ 56 埼玉県

123 木ノ原 真由美 キノハラ マユミ 59 大阪府

124 林 恵子 ハヤシ ケイコ 59 東京都

60歳～64歳の部（女子） 20 班

129 瀧 真志子 タキ マシコ 62 兵庫県

60歳～64歳の部（女子） 19 班

128 金光 朗子 コンコウ アキコ 61 東京都

65歳～69歳の部（女子） 21 班

130 小西 道代 コニシ ミチヨ 66 岐阜県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回り　スタートリスト 開催日：2022/02/06

60歳～64歳の部（男子） 7 班

75 井出 文洋 イデ フミヒロ 60 長野県

76 松生 栄司 マツオイ エイジ 64 高知県

77 高橋 秀孝 タカハシ ヒデタカ 61 北海道

78 市村 芳二 イチムラ ヨシジ 63 茨城県

79 戸田 善幸 トダ ヨシユキ 60 兵庫県

80 八木 寛 ヤギ ユタカ 64 愛知県

81 新森 信幸 シンモリ ノブユキ 62 島根県

82 筒井 正浩 ツツイ マサヒロ 60 兵庫県

83 林 哲也 ハヤシ テツヤ 61 東京都

84 稲見 正雄 イナミ マサオ 61 栃木県

60歳～64歳の部（男子） 8 班

85 河原 浩志 カワハラ ヒロシ 61 京都府

86 川尻 知幸 カワジリ トモユキ 64 富山県

87 宮田 泰徳 ミヤタ ヤスノリ 60 愛知県

88 山崎 錦往 ヤマザキ カネヒサ 62 長野県

89 古屋 伸記 フルヤ シンキ 60 東京都

90 細野 文仁 ホソノ フミヒト 61 岐阜県

91 高橋 良和 タカハシ ヨシカズ 60 千葉県

92 那須 哲男 ナス テツオ 63 兵庫県

93 神原 新一 カンバラ シンイチ 63 長野県

94 銭谷 安志 ゼニヤ ヤスシ 60 北海道

65歳～69歳の部（男子） 9 班

95 中條 郁 チュウジョウ ヒサシ 66 京都府

96 水野 隆 ミズノ タカシ 67 愛知県

97 川辺 金光 カワベ カネミツ 69 秋田県

98 金光 淳一 コンコウ ジュンイチ 66 東京都

65歳～69歳の部（男子） 10 班

99 木ノ原 敬久 キノハラ タカヒサ 69 大阪府

100 室 義明 ムロ ヨシアキ 69 広島県

101 小林 恒重 コバヤシ ツネシゲ 65 長野県

70歳以上の部（男子） 11 班

102 恩地 博 オンチ ヒロシ 71 東京都

103 瀬木 正直 セギ マサナオ 76 岐阜県

104 横山 貢 ヨコヤマ ミツグ 70 長野県

105 表 勝己 オモテ カツミ 70 鳥取県

106 土屋 正裕 ツチヤ マサヒロ 70 長野県

70歳以上の部（男子） 12 班
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回り　スタートリスト 開催日：2022/02/06

107 村田 栄 ムラタ サカエ 74 愛知県

108 櫛田 実 クシダ ミノル 71 東京都

109 高田 和幸 タカタ カズユキ 71 広島県

110 山本 洋一 ヤマモト ヨウイチ 80 奈良県

40歳～49歳の部（女子） 13 班

111 今井 明日香 イマイ アスカ 48 新潟県

112 清水 章子 シミズ アキコ 48 東京都

40歳～49歳の部（女子） 14 班

113 滝川 倫枝 タキガワ ノリエ 48 京都府

114 池田 麻里 イケダ マリ 45 北海道

50歳～54歳の部（女子） 15 班

115 齊藤 陽子 サイトウ ヨウコ 51 山形県

116 稲川 眞利子 イナガワ マリコ 53 埼玉県

117 高橋 弘美 タカハシ ヒロミ 54 千葉県

50歳～54歳の部（女子） 16 班

118 玉置 桂子 タマキ ケイコ 52 東京都

119 平岡 千春 ヒラオカ チハル 52 長野県

120 篠原 実加 シノハラ ミカ 52 滋賀県

55歳～59歳の部（女子） 17 班

121 大津 郁子 オオツ イクコ 55 長野県

122 細井 聖子 ホソイ セイコ 56 埼玉県

123 木ノ原 真由美 キノハラ マユミ 59 大阪府

124 林 恵子 ハヤシ ケイコ 59 東京都

55歳～59歳の部（女子） 18 班

125 小池 晴美 コイケ ハルミ 57 群馬県

126 原田 雅子 ハラダ マサコ 58 千葉県

127 澁谷 初枝 シブヤ ハツエ 59 埼玉県

60歳～64歳の部（女子） 19 班

128 金光 朗子 コンコウ アキコ 61 東京都

60歳～64歳の部（女子） 20 班

129 瀧 真志子 タキ マシコ 62 兵庫県

65歳～69歳の部（女子） 21 班

130 小西 道代 コニシ ミチヨ 66 岐阜県

40歳～49歳の部（男子） 2 班

9 野々宮 秀明 ノノミヤ ヒデアキ 43 北海道

10 盛口 泰孝 モリグチ ヤスタカ 48 東京都

11 櫻田 貴 サクラダ タカシ 45 福島県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回り　スタートリスト 開催日：2022/02/06

12 風間 明人 カザマ アキヒト 49 長野県

13 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ 48 東京都

14 國本 貴之 クニモト タカユキ 48 長野県

15 安田 晃己 ヤスダ テルキ 43 東京都

16 畑 裕一 ハタ ユウイチ 47 大阪府

40歳～49歳の部（男子） 1 班

1 坂元 健太郎 サカモト ケンタロウ 44 兵庫県

2 高橋 隆太 タカハシ リュウタ 40 北海道

3 石原 千宏 イシハラ チヒロ 45 埼玉県

4 藤森 政彦 フジモリ マサヒコ 48 東京都

5 三浦 順 ミウラ ジュン 45 東京都

6 栗林 克行 クリバヤシ カツユキ 45 埼玉県

7 平岡 民好 ヒラオカ タミヨシ 43 京都府

8 尾花 淳 オバナ ジュン 48 東京都

50歳～54歳の部（男子） 4 班

29 渡邉 徹 ワタナベ トオル 52 愛知県

30 浅井 昭裕 アサイ アキヒロ 50 大阪府

31 富沢 正道 トミザワ マサミチ 50 愛知県

32 原田 朋憲 ハラダ トモノリ 50 北海道

33 野平 智之 ノダイラ トモユキ 53 埼玉県

34 齋藤 潔 サイトウ キヨシ 50 群馬県

35 宮島 広志 ミヤジマ ヒロシ 53 長野県

36 清水 久裕 シミズ ヒサヒロ 53 東京都

37 大橋 啓祐 オオハシ ケイスケ 54 東京都

38 一ノ木 光治 イチノキ コウジ 54 三重県

39 室賀 秀一 ムロガ シュウイチ 50 長野県

50歳～54歳の部（男子） 3 班

17 神崎 清志 カンザキ キヨシ 54 東京都

18 山田 洋 ヤマダ ヒロシ 50 神奈川

19 斉藤 康弘 サイトウ ヤスヒロ 51 山形県

20 古谷 啓志 フルヤ ヒロシ 54 静岡県

21 岩田 歩 イワタ アユム 51 富山県

22 山口 賢吾 ヤマグチ ケンゴ 54 長野県

23 石田 浩 イシダ ヒロシ 51 東京都

24 鈴木 太成 スズキ ヒロナリ 53 愛知県

25 木村 英輝 キムラ ヒデキ 51 北海道

26 玉置 琢也 タマキ タクヤ 52 東京都

27 内藤 一広 ナイトウ カズヒロ 50 宮城県

28 杉江 宏之 スギエ ヒロユキ 53 富山県
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bib 氏名 名前 氏かな 名かな 年齢 都道府県 備考

種目： 小回り　スタートリスト 開催日：2022/02/06

55歳～59歳の部（男子） 6 班

58 三村 浩 ミムラ ヒロシ 57 茨城県

59 石川 禅 イシカワ ユズル 55 神奈川

60 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 57 山梨県

61 後藤 浩 ゴトウ ヒロシ 58 山形県

62 五藤 伸賢 ゴトウ シンケン 57 愛知県

63 山本 均 ヤマモト ヒトシ 59 石川県

64 池田 正 イケダ タダシ 58 長野県

65 豊永  雅典 トヨナガ マサノリ 56 兵庫県

66 森 仁徳 モリ キミノリ 55 愛知県

67 佐野 勝 サノ マサル 59 山梨県

68 堀居 浩和 ホリイ ヒロカズ 57 滋賀県

69 仲亀 雅己 ナカガメ マサミ 55 神奈川

70 濱田 幸一 ハマダ コウイチ 55 埼玉県

71 鮎川 豊 アユカワ ユタカ 59 東京都

72 小田 雅志 オダ マサシ 56 埼玉県

73 青山  和敏 アオヤマ カズトシ 55 愛知県

74 赤塚 典之 アカツカ ノリユキ 57 北海道

55歳～59歳の部（男子） 5 班

40 二宮 東名 ニノミヤ ハルナ 55 東京都

41 田中 達雄 タナカ タツオ 55 千葉県

42 細田 明 ホソダ アキラ 59 島根県

43 光岡 主税 ミツオカ チカラ 56 愛知県

44 齋藤 昭弘 サイトウ アキヒロ 57 山形県

45 榎並 雪彦 エナミ ユキヒコ 58 群馬県

46 石川 陽一 イシカワ ヒロカズ 56 埼玉県

47 佐々木 賢哉 ササキ ケンヤ 56 宮城県

48 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ 59 長野県

49 辻野 泰行 ツジノ ヤスユキ 55 北海道

50 清水 英文 シミズ ヒデフミ 59 兵庫県

51 大澤 敬造 オオサワ ケイゾウ 56 東京都

52 三島 貴敬 ミシマ タカノリ 55 青森県

53 矢端 基之 ヤバタ モトユキ 55 群馬県

54 今福 勝 イマフク マサル 56 山梨県

55 小枝 法弘 コエダ ノリヒロ 57 栃木県

56 阿部 和人 アベ カズト 58 鹿児島

57 名取 芳春 ナトリ ヨシハル 59 山形県
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