
女子スタートリスト

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

1 女２組 依田 初栄 ﾖﾀﾞ ﾊﾂｴ イエティスキークラブ

2 女２組 宮崎 聡子 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳｺ 八王子スキー連盟

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

3 女３組 花岡 徳子 ﾊﾅｵｶ ﾄｸｺ フロンティアスキークラブ

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

4 女４組 高橋 幹子 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｺ 埼玉県スキー連盟

5 女４組 小林 泰子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ フロンティアスキークラブ

6 女４組 川端 千惠子 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾁｴｺ 埼玉県スキー連盟

7 女４組 大野 玲子 ｵｵﾉ ﾚｲｺ フロンティアスキークラブ

8 女４組 近藤 泉 ｺﾝﾄﾞｳ ｲｽﾞﾐ クリスタルスキークラブ

9 女４組 中村 恵理子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ ピットインスキースタッフ

10 女４組 林 美智子 ﾊﾔｼ ﾐﾁｺ ペガーズスキークラブ

11 女４組 太田 三津子 ｵｵﾀ ﾐﾂｺ ---------------------

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

12 女５組 森 雅美 ﾓﾘ ﾏｻﾐ フジスキークラブ

13 女５組 吉澤 紀美子 ﾖｼｻﾞﾜ ｷﾐｺ ゆきじろう組

14 女５組 渡邊 正子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 防衛省スキークラブ

15 女５組 菅野 明子 ｽｹﾞﾉ ｱｷｺ フロンティアスキークラブ

16 女５組 齋藤 千穂 ｻｲﾄｳ ﾁﾎ ラッチ（RACH)

17 女５組 蓮井 宣子 ﾊｽｲ ﾉﾌﾞｺ エイケイエスシー

18 女５組 梅津 しげみ ｳﾒﾂ ｼｹﾞﾐ ---------------------

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

19 女６組 刀禰 浩子 ﾄﾈ ﾋﾛｺ クラウンスキークラブ

20 女６組 成澤 智子 ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｺ IT'S DEMO SNOW スキークラブ

21 女６組 稗田 潤 ﾋｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ジーファクトリー

22 女６組 齋藤 美希 ｻｲﾄｳ ﾐｷ メティースキークラブ

23 女６組 小崎 千恵 ｺｻﾞｷ ﾁｴ ソフィアスキークラブ

24 女６組 今 成子 ｺﾝ ｼｹﾞｺ ---------------------

25 女６組 平田 富美代 ﾋﾗﾀ ﾌﾐﾖ スノーキャップスキークラブ

26 女６組 平松 栄里子 ﾋﾗﾏﾂ ｴﾘｺ ブリリアントスキー同人
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Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

27 女７組 青山 美欧 ｱｵﾔﾏ ﾐｵ 武蔵野市スキー連盟

28 女７組 石川 玲子 ｲｼｶﾜ ﾚｲｺ 軽井沢千ヶ滝アルペンスキークラブ

29 女７組 蓮沼 優子 ﾊｽﾇﾏ ﾕｳｺ （公財）神奈川県スキー連盟

30 女７組 宇田川 美花 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾐｶ 特別区職員文化体育会スキー部

31 女７組 押山 麻利恵 ｵｼﾔﾏ ﾏﾘｴ 東京都庁体育会スキー部

32 女７組 清水 麻里子 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘｺ 東京カモシカスキークラブ

33 女７組 柳下 直美 ﾔｷﾞｼﾀ ﾅｵﾐ チーム イーグル

34 女７組 岡庭 光代 ｵｶﾆﾜ ﾐﾂﾖ 静岡県スキー連盟

35 女７組 大石 直美 ｵｵｲｼ ﾅｵﾐ エコー・コムラード

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

36 女８組 坂下 文 ｻｶｼﾀ ｱﾔ シーファーラ・グルッペ

37 女８組 永井 万由佳 ﾅｶﾞｲ ﾏﾕｶ 静岡県スキー連盟

38 女８組 西塚 三穂 ﾆｼﾂﾞｶ ﾐﾎ 多摩ニュータウンスキークラブ

39 女８組 渡辺 叔佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶ スカブラ・クラブ

40 女８組 山口 真理子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘｺ チーム０２スキークラブ



男子スタートリスト

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

51 男１組 宮崎 哲人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾋﾄ スカブラ・クラブ

52 男１組 村山 真三 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｿﾞｳ 杉並区スキー連盟

53 男１組 渡部 貞次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｲｼﾞ 東海大学高輪スキークラブ

54 男１組 若林 茂 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 埼玉県スキー連盟

55 男１組 緒方 重威 ｵｶﾞﾀ ｼｹﾞﾀｹ スノーファミリー

56 男１組 小平 忠昭 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀﾀﾞｱｷ スノーファミリー

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

57 男２組 青木 健一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ ホワイト・ベア・クラブ

58 男２組 西池 今朝雄 ﾆｼｲｹ ｹｻｵ アルベールヴィルスキークラブ

59 男２組 土屋 幸男 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 日立製作所本社スキー部

60 男２組 大内 徹 ｵｵｳﾁ ﾄｵﾙ 特別区職員文化体育会スキー部

61 男２組 木村 三男 ｷﾑﾗ ﾐﾂｵ 志賀高原スキークラブ

62 男２組 浜谷 哲男 ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾂｵ 新宿スキークラブ

63 男２組 岡部 正樹 ｵｶﾍﾞ ﾏｻｷ 板橋区スキー協会

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

64 男３組 村上 和夫 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｵ 千代田区スキー協会

65 男３組 横山 文一 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｶｽﾞ ビラージュスキークローブ

66 男３組 上村 彰雄 ｶﾐﾑﾗ ｱｷｵ ウィンターバーズ・スキークラブ

67 男３組 花岡 孝次 ﾊﾅｵｶ ｺｳｼﾞ フロンティアスキークラブ

68 男３組 根岸 均 ﾈｷﾞｼ ﾋﾄｼ ＡＬＴスキークラブ

69 男３組 古宮 勇 ｺﾐﾔ ｲｻﾑ （公財）神奈川県スキー連盟

70 男３組 渡邊 秀晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 防衛省スキークラブ

71 男３組 小野 伸悦 ｵﾉ ｼﾝｴﾂ 世田谷区スキー協会

72 男３組 内田 芳伸 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ ファーストスキークラブ

73 男３組 稲 準義 ｲﾅ ｼﾞｭﾝﾖｼ フロンティアスキークラブ

74 男３組 林 輝司 ﾊﾔｼ ﾃﾙｼﾞ ペガーズスキークラブ

75 男３組 河村 博 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県スキー連盟

76 男３組 名塚 幸雄 ﾅﾂﾞｶ ﾕｷｵ ＡＬＴスキークラブ

77 男３組 藤田 朝一 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県スキー連盟

78 男３組 佐藤 光夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ アカデミースキークラブ

79 男３組 山田 保夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ ホワイトウイングススキークラブ

80 男３組 櫛田 実 ｸｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ エイケイエスシー

81 男３組 西塚 彰 ﾆｼﾂﾞｶ ｱｷﾗ 多摩ニュータウンスキークラブ
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Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

82 男４組 小川 清志 ｵｶﾞﾜ ｷﾖｼ Ｔ．Ｐ．Ｓクラブ

83 男４組 熊谷 正生 ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｾｲ 杉並区スキー連盟

84 男４組 武田 文雄 ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐｵ ファインスキークラブ

85 男４組 近藤 泰児 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼﾞ ＡＬＴスキークラブ

86 男４組 俵 弘道 ﾀﾜﾗ ﾋﾛﾐﾁ 日立製作所本社スキー部

87 男４組 岡庭 悟 ｵｶﾆﾜ ｻﾄﾙ 静岡県スキー連盟

88 男４組 坂口 治 ｻｶｸﾞﾁ ｵｻﾑ 練馬区スキー協会

89 男４組 山口 一郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ （公財）神奈川県スキー連盟

90 男４組 小山 春男 ｺﾔﾏ ﾊﾙｵ フロンティアスキークラブ

91 男４組 内村 昇 ｳﾁﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ ピットインスキースタッフ

92 男４組 林 雅夫 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ 埼玉県スキー連盟

93 男４組 金子 俊彦 ｶﾈｺ ﾄｼﾋｺ スキーグループ ホワイトナイツ

94 男４組 松井 利広 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋﾛ スキーグループ ホワイトナイツ

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

95 男５組 岡田 秀俊 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ フロンティアスキークラブ

96 男５組 榎木 勝美 ｴﾉｷ ｶﾂﾐ ホワイトウイングススキークラブ

97 男５組 橋本 昌二 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 武蔵村山スキー協会

98 男５組 平松 邦明 ﾋﾗﾏﾂ ｸﾆｱｷ シーハイルアカデミーたちかわ

99 男５組 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ スガスキークラブ

100 男５組 横山 俊幸 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 荒川区スキー連盟

101 男５組 内藤 啓一 ﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁ ラスカルスキークラブ

102 男５組 小出 昌二 ｺｲﾃﾞ ｼｮｳｼﾞ 八王子スキー連盟

103 男５組 愛宕 通隆 ｵﾀｷﾞ ﾐﾁﾀｶ 杉並区スキー連盟

104 男５組 太田 義徳 ｵｵﾀ ﾖｼﾉﾘ NPO法人山梨県スキー連盟

105 男５組 阪田 光一郎 ｻｶﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ チームディーエルベーハースキークラブ

106 男５組 森 文彦 ﾓﾘ ﾌﾐﾋｺ フジスキークラブ

107 男５組 湯浅 統大 ﾕｱｻ ﾉﾘﾋﾛ アルピナグループ

108 男５組 鮎川 豊 ｱﾕｶﾜ ﾕﾀｶ スガスキークラブ

109 男５組 阿部 一三 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾐ クリスタルスキークラブ

110 男５組 橋本 浩衛 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｴ ビラージュスキークローブ

111 男５組 齋藤 政則 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ラッチ（RACH)

112 男５組 林 昭三 ﾊﾔｼ ｼｮｳｿﾞｳ トラームスキークラブ

113 男５組 武藤 康永 ﾑﾄｳ ﾔｽﾅｶﾞ エーデル・スキー・クラブ

114 男５組 小林 克彦 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ フロンティアスキークラブ

115 男５組 中島 康裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ （公財）神奈川県スキー連盟



Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

116 男６組 鈴木 一実 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾐ 志賀高原スキークラブ

117 男６組 湖東 律 ｺﾄｳ ﾘﾂ 世田谷区スキー協会

118 男６組 熊谷 充弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ 警視庁スキークラブ

119 男６組 蛯澤 隆幸 ｴﾋﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ トルベ・コムラード

120 男６組 山本 智幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 群馬県スキー連盟

121 男６組 臼井 久雄 ｳｽｲ ﾋｻｵ 瑞穂町スキー連盟

122 男６組 沼田 市郎 ﾇﾏﾀ ｲﾁﾛｳ （公財）神奈川県スキー連盟

123 男６組 髙山 芳之 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ メティースキークラブ

124 男６組 大河内 昇 ｵｵｺｳﾁ ﾉﾎﾞﾙ ラスカルスキークラブ

125 男６組 渡辺 智昌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾏｻ ＡＬＴスキークラブ

126 男６組 山田 隆 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 千代田区スキー協会

127 男６組 原田 秀行 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ＫＤＤＩスキークラブ

128 男６組 寺山 正 ﾃﾗﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ IT'S DEMO SNOW スキークラブ

129 男６組 星野 和宏 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 小平市スキー連盟

130 男６組 千葉 弘実 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ 世田谷区スキー協会

131 男６組 渡部 主税 ﾜﾀﾍﾞ ﾁｶﾗ 千葉県スキー連盟

132 男６組 小山 司 ｺﾔﾏ ﾂｶｻ リーゼンスキークラブ

133 男６組 森野 光博 ﾓﾘﾉ ﾐﾂﾋﾛ 山口県スキー連盟

134 男６組 柴 和浩 ｼﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千代田区スキー協会

135 男６組 福島 芳樹 ﾌｸｼﾏ ﾖｼｷ ステューピッドスキークラブ

136 男６組 渡邉 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ サンフィッシュ

137 男６組 竹島 一茂 ﾀｹｼﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 瑞穂町スキー連盟

138 男６組 池田 和永 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾅｶﾞ 千葉県スキー連盟

139 男６組 藤井 正人 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ 東京瓦斯スキー部

140 男６組 得能 裕介 ﾄｸﾉｳ ﾕｳｽｹ 雪だるまスキークラブ

141 男６組 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ソフィアスキークラブ

142 男６組 斉藤 文俊 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾄｼ 青山スキークラブ

143 男６組 湖中 博達 ｺﾅｶ ﾋﾛﾀﾂ Ritzスキークラブ

144 男６組 沼田 英夫 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ ヨシマルスキークラブ

145 男６組 近藤 啓二 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ 武蔵野市スキー連盟

146 男６組 古賀 太 ｺｶﾞ ﾌﾄｼ ソフィアスキークラブ

147 男６組 小池 龍太 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ ヨシマルスキークラブ

148 男６組 高杉 晋一 ﾀｶｽｷﾞ ｼﾝｲﾁ ---------------------

149 男６組 木村 亨 ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ ---------------------

150 男６組 森 芳信 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 世田谷区スキー協会

151 男６組 中村 一正 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ クリスタルスキークラブ

152 男６組 伊藤 裕 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 新宿スキークラブ

153 男６組 片倉 智秋 ｶﾀｸﾗ ﾄﾓｱｷ ＡＬＴスキークラブ

154 男６組 大村 知伸 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ



Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

155 男７組 田村 和喜 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｷ （一財）青森県スキー連盟

156 男７組 新堀 剛敏 ｼﾝﾎﾞﾘ ﾀｹﾄｼ ヨシマルスキークラブ

157 男７組 柴田 雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ ジャスク

158 男７組 岡 祐介 ｵｶ ﾕｳｽｹ ホワイトウイングススキークラブ

159 男７組 依田 達夫 ﾖﾀﾞ ﾀﾂｵ 千葉県スキー連盟

160 男７組 石井 康浩 ｲｼｲ ﾔｽﾋﾛ ビラージュスキークローブ

161 男７組 互 敦司 ﾀｶﾞｲ ｱﾂｼ 埼玉県スキー連盟

162 男７組 青山 弘之 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 武蔵野市スキー連盟

163 男７組 小林 大輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ スポーツファンクション

164 男７組 木歩士 武 ｷﾌﾞｼ ﾀｹｼ 日立製作所本社スキー部

165 男７組 尾上 卓也 ｵﾉｴ ﾀｸﾔ エーデル・スキー・クラブ

166 男７組 伊藤 毅之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ タントスキークラブ

167 男７組 飯塚 幸司 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 多摩市スキー連盟

168 男７組 大関 宜久 ｵｵｾﾞｷ ﾉﾘﾋｻ 真果スキークラブ

169 男７組 山口 晃司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ビラージュスキークローブ

170 男７組 中村 亘 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ Ritzスキークラブ

171 男７組 小池 未千孝 ｺｲｹ ﾐﾁﾀｶ ホワイトウイングススキークラブ

172 男７組 村岡 幹 ﾑﾗｵｶ ｶﾝ 世田谷区スキー協会

173 男７組 松井 一茂 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｼｹﾞ 板橋区スキー協会

174 男７組 元林 功 ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ スポーツユニティ

175 男７組 野口 修 ﾉｸﾞﾁ ｵｻﾑ ヨシマルスキークラブ

176 男７組 木村 剛 ｷﾑﾗ ｺﾞｳ 東京カモシカスキークラブ

177 男７組 坂本 隆一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県スキー連盟

178 男７組 新藤 由幸 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ ---------------------

179 男７組 蓮池 睦人 ﾊｽｲｹ ﾖｼﾄ メティースキークラブ

180 男７組 村松 篤 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾂｼ ホワイトウイングススキークラブ

181 男７組 正田 洋之 ｼｮｳﾀﾞ ﾋﾛｼ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ

182 男７組 結 拓也 ﾕｳｷ ﾀｸﾔ ---------------------

183 男７組 山口 大介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ チーム０２スキークラブ

184 男７組 押田 昌也 ｵｼﾀﾞ ﾏｻﾔ ホワイトウイングススキークラブ

185 男７組 大根 康之 ｵｵﾈ ﾔｽﾕｷ 武蔵野市スキー連盟

186 男７組 山内 勝博 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ サンフィッシュ

187 男７組 磯岡 雅人 ｲｿｵｶ ﾏｻﾄ 武蔵野市スキー連盟

188 男７組 海老名 裕仁 ｴﾋﾞﾅ ﾏｻﾄ ---------------------

189 男７組 細谷 洋 ﾎｿﾔ ﾋﾛｼ ビラージュスキークローブ

Bib 組 競技者氏名 フリガナ 団体名

190 男８組 工藤 成 ｸﾄﾞｳ ﾅﾙ ロングクルーズスキークラブ


