
回転（ＳＬ） スタートリスト 1/8

女子組 & 女子少年組
ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

1 10959 緑川 慶子 ミドリカワ ケイコ カンダハートライブ レーシング

2 3043 立野 里佳 タチノ リカ ディップス スキークラブ

3 10658 東 伊織 アズマ イオリ 石井スポーツスキークラブ

4 10740 宮澤 莉子 ミヤザワ リコ 成城スキークラブ

5 4573 吉澤 恭子 ヨシザワ キョウコ エーデル・スキー・クラブ

6 4322 萩野 真由子 ハギノ マユコ サンダーグスキークラブ

7 9953 荻野　 奈々子 オギノ　ナナコ サウンズスキークラブ

8 8199 市川 美枝子 イチカワ ミエコ 若葉スキークラブ

9 11028 森井 愛 モリイ アイ 東京都中学校体育連盟スキー部

10 3875 室田 陽子 ムロタ ヨウコ ＵＮＯスキークラブ

11 12517 山田 未来 ヤマダ ミライ 東京都高等学校体育連盟スキー部

12 3604 斉藤 絵美子 サイトウ エミコ 大田区役所スキー部

13 2418 中田 萌 ナカダ メグミ 二十日石アルペンスキークラブ

14 3902 柳島 理佐子 ヤナギシマ リサコ 新宿スキークラブ

15 6972 笠間 敏江 カサマ トシエ 新宿スキークラブ

16 3679 川上 真佐子 カワカミ マサコ ジーファクトリー

17 5462 干場 智子 ホシバ トモコ 新宿スキークラブ

18 12137 林 弥貴 ハヤシ ミキ ファイヤーレーシングチーム

19 11988 野澤 由紀子 ノザワ ユキコ 東京都高等学校体育連盟スキー部

20 12471 原口 璃音 ハラグチ リオン 東京都中学校体育連盟スキー部

21 12277 仁杉 文香 ヒトスギ アヤカ 東京都中学校体育連盟スキー部

22 12472 岡﨑 香歩 オカザキ カホ 東京都中学校体育連盟スキー部

23 12462 堀 瑞起 ホリ　ミズキ 東京都中学校体育連盟スキー部

24 12465 石黒 俐良 イシグロ リヨ 東京都中学校体育連盟スキー部

25 12750 竹ノ内 蒼空 タケノウチ ソラ 東京都中学校体育連盟スキー部

26 0632 黒川 悠文 クロカワ ユミ 石井スポーツスキークラブ



回転（ＳＬ） スタートリスト 2/8

マスターズ女子組

ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

27 3308 伊藤 康代 イトウ ヤスヨ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム

28 5448 坂井 真由美 サカイ マユミ 若葉スキークラブ

29 2336 大屋 佳子 オオヤ ヨシコ 特別区職員文化体育会スキー部

30 3075 太田 ゆかり オオタ ユカリ 東京燕スキー倶楽部

31 2023 福原 眞澄 フクハラ マスミ 世田谷区スキー協会

32 7601 小松 晴美 コマツ ハルミ メティースキークラブ

33 1775 中島 圭子 ナカジマ ケイコ エーデル・スキー・クラブ

34 12405 滝沢 恵子 タキザワ ケイコ 武蔵野市スキー連盟

35 11374 渕脇 智香子 フチワキ チカコ アロースキークラブ



回転（ＳＬ） スタートリスト 3/8

マスターズ男子７０

ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

36 7594 横内 善雄 ヨコウチ ヨシオ 若葉スキークラブ

37 11344 塩原 明之 シオバラ アキユキ 練馬区スキー協会

38 1768 伊藤 裕行 イトウ ヒロユキ ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム

39 3662 新村 末雄 シンムラ スエオ 特別区職員文化体育会スキー部

40 3954 藤枝 良男 フジエダ ヨシオ Ｚスキークラブ

41 3678 川上 光一 カワカミ ミツカズ ジーファクトリー

42 1079 堂内 憲治 ドウウチ ケンジ 若葉スキークラブ

43 6842 谷 善樹 タニ ヨシキ 三田ディモンズクラブ

44 10350 星 勝実 ホシ カツミ 練馬区スキー協会

45 6142 長井 明 ナガイ アキラ 新宿スキークラブ

46 0077 塩沢 重利 シオザワ シゲトシ ホワイトリボンスキークラブ

47 4225 坂崎 一郎 サカザキ イチロウ アートスポーツスキークラブ

48 1349 関 義男 セキ ヨシオ 二十日石アルペンスキークラブ

49 11518 川原 英之 カワハラ ヒデユキ 若葉スキークラブ

50 2335 神田 友義 カンダ トモヨシ ＵＮＯスキークラブ

51 8313 三浦 一秋 ミウラ カズアキ Ｚスキークラブ

52 3621 仲山 俊夫 ナカヤマ トシオ 東京都庁体育会スキー部

53 4873 髙橋 幸男 タカハシ ユキオ 特別区職員文化体育会スキー部

54 2540 見波 弘 ミナミ ヒロシ 武蔵野市スキー連盟

55 3398 長谷川 春彦 ハセガワ　ハルヒコ ＫＤＤＩスキークラブ

56 2579 中澤 孝幸 ナカザワ タカユキ 特別区職員文化体育会スキー部

57 7651 吉田 治彦 ヨシダ ハルヒコ 三田ディモンズクラブ

58 484 片山 恒次 カタヤマ コウジ スラロームスキークラブ

59 5071 酒井 孝一 サカイ タカカズ 東京スキー研究会

60 6100 谷 啓 タニ アキラ Ｚスキークラブ

61 2361 伊藤 信幸 イトウ ノブユキ ＮＴＴ東京スキー部

62 12591 鬼山 富雄 オニヤマ トミオ ディップス スキークラブ

63 7633 森田 哲男 モリタ テツオ 北区スキー連盟

64 3369 山田 修 ヤマダ オサム 三田ディモンズクラブ



回転（ＳＬ） スタートリスト 4/8

マスターズ男子６０

ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

65 1836 宮崎 浩 ミヤザキ ヒロシ ステューピッドスキークラブ

66 3996 熊沢 明 クマザワ アキラ 練馬区スキー協会

67 2989 鈴木 望 スズキ ノゾム 世田谷区スキー協会

68 5252 前波 賢彦 マエバ タカヒコ 若葉スキークラブ

69 8778 相沢 孝 アイザワ タカシ 八王子スキー連盟

70 2519 福岡 秀幸 フクオカ ヒデユキ スラロームスキークラブ

71 6310 宇佐見 裕 ウサミ ユタカ スラロームスキークラブ

72 11516 井原 悟 イハラ サトシ 若葉スキークラブ

73 3370 八久保 幸夫 ヤクボ ユキオ 新宿スキークラブ

74 2769 石井 哲也 イシイ テツヤ スラロームスキークラブ

75 2037 田中 敏明 タナカ トシアキ 東京消防庁スキー部

76 4377 亀山 詔一 カメヤマ ショウイチ ゲインレーシングチーム

77 3261 梅原 久 ウメハラ ヒサシ Ｚスキークラブ

78 5151 高見 淳 タカミ ジュン 東京消防庁スキー部

79 5398 小松 俊彦 コマツ トシヒコ 武蔵村山スキー協会

80 1645 鳥居 正行 トリイ マサユキ ＵＮＯスキークラブ

81 1911 阿部 祐三 アベ ユウゾウ 東京消防庁スキー部

82 3377 倉田 龍介 クラタ リュウスケ 東京都庁体育会スキー部

83 2329 佐藤 和彦 サトウ カズヒコ 練馬区スキー協会

84 2276 山本 秀作 ヤマモト シュウサク 特別区職員文化体育会スキー部

85 8088 三井 伸一 ミツイ シンイチ 三鷹市スキー連盟

86 6314 片桐 哲夫 カタギリ テツオ スポーツファンクション

87 12272 外崎 鐘満 トノサキ カネミツ ウィッツ

88 1278 大久保 雅司 オオクボ マサシ ＵＮＯスキークラブ

89 5713 田中 成幸 タナカ シゲユキ 二十日石アルペンスキークラブ

90 5766 武田 基秀 タケダ モトヒデ 三鷹市スキー連盟

91 6392 宮地 好彦 ミヤチ ヨシヒコ ディップス スキークラブ

92 12592 遠山 洋一 トオヤマ ヨウイチ ディップス スキークラブ

93 12444 井上 信行 イノウエ シンコウ カンダハートライブ レーシング

94 9971 高橋 昌也 タカハシ マサヤ 東京スポーツマンクラブ

95 4152 野中 史久 ノナカ フミヒサ スラロームスキークラブ



回転（ＳＬ） スタートリスト 5/8

マスターズ男子５０

ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

96 11793 佐藤 義清 サトウ ノリキヨ 練馬区スキー協会

97 7460 佐藤 善紀 サトウ ヨシノリ 町田市スキー連盟

98 1108 大内 武彦 オオウチ タケヒコ 特別区職員文化体育会スキー部

99 0412 野原 徹雄 ノハラ テツオ ウィッツ

100 10988 小野 雄一 オノ ユウイチ 港区スキー連盟

101 2636 吉田 裕 ヨシダ ヒロシ チーム　ラッシュ

102 11085 山田 勝巳 ヤマダ カツミ ホワイト・ベア・クラブ

103 9972 赤坂 健 アカサカ ケン ＫＤＤＩスキークラブ

104 1740 相馬 悟 ソウマ サトル 港区スキー連盟

105 11423 秋山 功 アキヤマ イサオ 二十日石アルペンスキークラブ

106 5759 丸山 貴宏 マルヤマ タカヒロ スノースケープ

107 5679 河村 達哉 カワムラ タツヤ 石井スポーツスキークラブ

108 01306 鳥居 和功 トリイ カズヨシ 日立製作所本社スキー部

109 10715 高柳 良大 タカヤナギ ヨシヒロ 新宿スキークラブ

110 5374 竹内 弘之 タケウチ ヒロユキ 三田ディモンズクラブ

111 4005 中野 義達 ナカノ ヨシタツ 二十日石アルペンスキークラブ

112 3177 朝比奈 秀樹 アサヒナ ヒデキ ＮＴＴ東京スキー部

113 2625 斉藤 幸一 サイトウ コウイチ 日本レーシングスキークラブ

114 6859 岡本 宏和 オカモト ヒロカズ 武蔵村山スキー協会

115 6857 吉田 正宏 ヨシダ マサヒロ グランバン・レーシング

116 5757 大中 友志 オオナカ ユウジ スノースケープ

117 11330 森井 太郎 モリイ タロウ ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)

118 6853 尼崎 義郎 アマガサキ　 ヨシオ スラロームスキークラブ

119 1426 田屋 裕範 タヤ ヤスノリ トルベ・コムラード

120 12651 丸山 浩 マルヤマ ヒロシ 若葉スキークラブ



回転（ＳＬ） スタートリスト 6/8

男子組 & 男子少年組
ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

121 3469 吉田 裕治 ヨシダ ユウジ チーム フォン (TEAM VON)

122 1193 江尻 利雄 エジリ トシオ ＵＮＯスキークラブ

123 4341 吉澤 雅晴 ヨシザワ マサハル エーデル・スキー・クラブ

124 4286 干場 英城 ホシバ ヒデキ 新宿スキークラブ

125 6871 福嶋 剛 フクシマ ゴウ チーム・ビートゥー・ゼット

126 10284 日留川 領介 ヒルカワ リョウスケ 石井スポーツスキークラブ

127 8327 皆川 真潤 ミナガワ マヒロ 東京都高等学校体育連盟スキー部

128 10695 福田 智弘 フクダ トモヒロ 杉並区スキー連盟

129 4030 清水 靖男 シミズ ヤスオ カンダハートライブ レーシング

130 11633 沢田 千尋 サワダ チヒロ 苗場ベーシック＆レーシングクラブ

131 7626 湯口 暁 ユグチ アキラ ＧＯＤレーシング

132 1858 秋元 嘉幸 アキモト ヨシユキ 品川区スキー連盟

133 7217 小宮 章弘 コミヤ アキヒロ スラロームスキークラブ

134 6288 西原 駿介 ニシハラ シュンスケ 石井スポーツスキークラブ

135 6313 澤田 健 サワダ ケン ディップス スキークラブ

136 6555 荒井 祐治 アライ ユウジ モンタナスキークラブ

137 0842 佐藤 太朗 サトウ タロウ ディップス スキークラブ

138 11096 奈良 善乃進 ナラ ゼンノシン 東京都高等学校体育連盟スキー部

139 5455 秋山 航一 アキヤマ コウイチ 武蔵野市スキー連盟

140 5493 熊谷 和則 クマガイ カズノリ スキーサークルスリム

141 7891 鈴木 真 スズキ マコト ＧＯＤレーシング

142 3102 柚木 裕明 ユノキ ヒロアキ チーム　ラッシュ

143 1174 大平 誠 オオヒラ マコト 三鷹市スキー連盟

144 5257 村本 成洋 ムラモト ノリヒロ サウンズスキークラブ

145 4108 河辺 敏郎 カワベ トシロウ 石井スポーツスキークラブ

146 3987 前田 将宏 マエダ マサヒロ アスペンスキークラブ

147 3405 星野 英郎 ホシノ ヒデオ ゲインレーシングチーム

148 2847 浅輪 景一 アサワ ケイイチ アートスポーツスキークラブ

149 3908 島田 喜久則 シマダ キクノリ スラロームスキークラブ

150 3703 石川 忠良 イシカワ タダヨシ 東京スポーツマンクラブ

151 11977 加藤 博久 カトウ ヒロヒサ 東京都中学校体育連盟スキー部

152 11628 大木 貴司 オオキ タカシ ホリディスキークラブ

153 11958 青柳 孝行 アオヤギ タカユキ 若葉スキークラブ

154 12300 茂木 俐昇 モテキ リショウ 東京都中学校体育連盟スキー部

155 2495 佐伯 淳 サエキ ジュン 浅貝スキークラブ

156 1880 坂井 智和 サカイ トモカズ スノータンネットクラブ

157 7050 福島 光伸 フクシマ ミツノブ アートスポーツスキークラブ

158 11634 中神 文彦 ナカガミ フミヒコ ファイヤーレーシングチーム

159 1621 吉野 康博 ヨシノ ヤスヒロ 浅貝スキークラブ

160 1308 渡辺 拓二 ワタナベ タクジ アートスポーツスキークラブ

161 805 紺谷 克昌 コンヤ カツマサ 世田谷区スキー協会

162 6971 笠間 桂次 カサマ ケイジ 新宿スキークラブ

163 11716 宇都 颯人 ウト ハヤト 東京都高等学校体育連盟スキー部

164 5419 江尻 京之輔 エジリ キョウノスケ 東京都高等学校体育連盟スキー部



回転（ＳＬ） スタートリスト 7/8

男子組 & 男子少年組
ゼッケン 競技者番号 氏名 シメイ 団体名

165 04429 石野 雄一 イシノ ユウイチ 日立製作所本社スキー部

166 12052 丸山 隆乃介 マルヤマ リュウノスケ 東京都高等学校体育連盟スキー部

167 12013 山田 健人 ヤマダ ケント 東京都高等学校体育連盟スキー部

168 11100 稲葉 慶太朗 イナバ ケイタロウ 東京都中学校体育連盟スキー部

169 11410 高田 一輝 タカダ カズキ 東京スポーツマンクラブ

170 4846 遠藤 太郎 エンドウ タロウ 武蔵野市スキー連盟

171 12270 柳町 晴音 ヤナギマチ ハルト 東京都中学校体育連盟スキー部

172 11531 中山 瑛太 ナカヤマ エイタ 東京都中学校体育連盟スキー部

173 3311 芦田 研二 アシダ ケンジ 三鷹市スキー連盟

174 12276 細田 璃人 ホソダ リヒト 東京都中学校体育連盟スキー部

175 11118 宮下 茂樹 ミヤシタ シゲキ スポーツファンクション

176 12463 山田 真寛 ヤマダ マサノブ 東京都中学校体育連盟スキー部

177 12273 河野 惺 コウノ サトル 東京都中学校体育連盟スキー部

178 12466 藤本 英 フジモト スグル 東京都中学校体育連盟スキー部

179 12450 木村 奏斗 キムラ カナト 東京都中学校体育連盟スキー部

180 12293 市毛 千琳 イチゲ センリ 東京都中学校体育連盟スキー部

181 11980 溝尻 早麻 ミゾジリ ソウマ 東京都中学校体育連盟スキー部

182 12490 北村 響 キラムラ ヒビキ 東京都中学校体育連盟スキー部

183 12469 郷 晴成 ゴウ ハルキ 東京都中学校体育連盟スキー部

184 4092 久和野 純也 クワノ ジュンヤ 浅貝スキークラブ

185 12745 井田 龍太郎 イダ リョウタロウ 東京都中学校体育連盟スキー部

186 12773 村田 陽一 ムラタ ヨウイチ 東京都中学校体育連盟スキー部

187 12654 小林 志成 コバヤシ シセイ 東京都中学校体育連盟スキー部

188 10963 岩田 天玄 イワタ タカハル チーム　ラッシュ

189 12423 柏木 天斗 カシワギ タカト 東京都中学校体育連盟スキー部

190 12602 山田 翼 ヤマダ ツバサ 東京都高等学校体育連盟スキー部

191 12213 山本 恵太 ヤマモト ケイタ 東京都高等学校体育連盟スキー部

192 12744 工藤 直 クドウ ナオ 東京都中学校体育連盟スキー部

193 7834 平松 直季 ヒラマツ ナオキ アールビー　トウキョウ

194 1312 山田 裕之 ヤマダ ヒロユキ 世田谷区スキー協会

195 12567 原口 暁輔 ハラグチ ギョウスケ 成城スキークラブ

196 12598 原田 真我 ハラダ シンガ 浅貝スキークラブ

197 12556 渡辺 駿 ワタナベ シュン 練馬区スキー協会

198 0934 黒川 正人 クロカワ マサト 石井スポーツスキークラブ

199 12323 藤武 來希 フジタケ ライキ 東京都中学校体育連盟スキー部

200 12520 岩渕 雅賢 イワブチ マサタカ 東京都中学校体育連盟スキー部

201 12751 天貝 蒼一郎 アマガイ ソウイチロウ 三田リーゼンスキークラブ

202 12627 朝倉 充 アサクラ ミツル 石井スポーツスキークラブ

203 10484 山下 眞大 ヤマシタ マヒロ ユーエスエムアール

204 12737 萱沼 圭梧 カヤヌマ ケイゴ 東京都中学校体育連盟スキー部

205 00467 田中 基 タナカ モトイ 新宿スキークラブ

206 10660 戸祭 修平 トマツリ シュウヘイ 石井スポーツスキークラブ



回転（ＳＬ） スタートリスト 8/8

オープン男子組

氏名 シメイ

阿部 憲太郎 アベ ケンタロウ

大坂 憲行 オオサカ ノリユキ

伊藤 慎治 イトウイトウ シンジ

荻原 正治 オギワラ マサジ

平野 宙 ヒラノ ヒロシ

橋詰 豊史 ハシヅメ トヨシ

山内 泰介 ヤマウチ タイスケ

大谷 実 オオタニ ミノル

奥田 点 オクダ トモル

丸山 一広 マルヤマ カズヒロ

穂高 栄司 ホタカ エイジ

和田 地央 ワダ チヒロ218

212
213
214
215
216
217

ゼッケン

207
208
209
210
211


