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ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

1 女2組 宮崎 聡子 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳｺ 八王子スキー連盟 75歳代最後の年なのでがんばります。

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

2 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 ***

3 女3組 中嶋 篤子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ 港区スキー連盟 力強く滑ります。でも華麗さが隠せないかもしれません(笑)

4 女3組 畠山 牧子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｷｺ 調布市スキー連盟 スキーが楽しく滑れるようになりますように。

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

5 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 練習してきた成果を出せるように、そして悔いのない滑りができるように頑張りたいと思います。

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 今シーズン最高の滑りができたらうれしいです。元気に滑り切ります。

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 今年もスキーを楽しめる事に感謝

8 女4組 宮野 祐子 ﾐﾔﾉ ﾕｳｺ スポーツアルペン・スキークラブ 1年に1回楽しい仲間達とお会いするのを楽しみにしています。共に頑張ります！！

9 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 ***

10 女4組 瀧沢 とみ子 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾐｺ クラウンスキークラブ がんばります！

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

11 女5組 竪山 治美 ﾀﾃﾔﾏ ﾊﾙﾐ 特別区職員文化体育会スキー部 ***

12 女5組 金光 朗子 ｺﾝｺｳ ｱｷｺ グレンツェンスキークラブ 2年ぶりの参加です。昭和の滑りから脱却し、平成の滑りを目指しまーす。

13 女5組 森 雅美 ﾓﾘ ﾏｻﾐ フジスキークラブ 今回も参加できることに感謝します。頑張りまあす！

14 女5組 吉澤 紀美子 ﾖｼｻﾞﾜ ｷﾐｺ ゆきじろう組
一昨年この大会で怪我しました。昨年お礼を伝えられなかった金光ご無沙汰に感謝の滑りをしたいです。ありがと
う&#12316;&#9825;

15 女5組 齋藤 千穂 ｻｲﾄｳ ﾁﾎ ラッチ（RACH) 今日の種目は大回り、小回り、誰かが言ってたあいさつ回り、頑張りまぁ～すっ！！

16 女5組 蓮井 宣子 ﾊｽｲ ﾉﾌﾞｺ エイケイエスシー 今年はコロナに負けずにスキー楽しみます。

17 女5組 渡邊 正子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 防衛省スキークラブ 花粉に負けず、今日も楽しく滑ります！

18 女5組 宮村 美雪 ﾐﾔﾑﾗ ﾐﾕｷ スガスキークラブ 頑張って滑ります！

19 女5組 林 恵子 ﾊﾔｼ ｹｲｺ （公財）神奈川県スキー連盟 夫のてっちゃんに勝ちます。

20 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 ***

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

21 女6組 秋山 幸子 ｱｷﾔﾏ ｻﾁｺ 新宿スキークラブ 出てみようかな。

22 女6組 刀禰 浩子 ﾄﾈ ﾋﾛｺ クラウンスキークラブ 今シーズンの練習の成果を出せるように頑張ります！がんばれ私！

23 女6組 成澤 智子 ﾅﾙｻﾜ ﾄﾓｺ IT'S DEMO SNOW スキークラブ 楽しんで参加します!!精一杯頑張ります!!

24 女6組 廣谷 朝子 ﾋﾛﾀﾆ ｱｻｺ 調布市スキー連盟 昨年とは違う滑りの表現を目指します。

25 女6組 上原 環 ｳｴﾊﾗ ﾀﾏｷ スカブラ・クラブ 今年初の大会　楽しみまーす

26 女6組 石澤 聖美 ｲｼｻﾞﾜ ｷﾖﾐ 警視庁スキークラブ 大会に出られる事に感謝！楽しく滑ります。

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

27 女7組 床井 由利子 ﾄｺｲ ﾕﾘｺ サンダーグスキークラブ 楽しむぞー

28 女7組 倉持 文 ｸﾗﾓﾁ ｱﾔ スカブラ・クラブ がんばります。

29 女7組 清水 章子 ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ サンフィッシュ 楽しみます！

30 女7組 望月 麻千子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾁｺ 静岡県スキー連盟 楽しく頑張ります！

31 女7組 岡庭 光代 ｵｶﾆﾜ ﾐﾂﾖ 静岡県スキー連盟 「今年も絶対大丈夫！」私のテーマです！

32 女7組 石谷 貴子 ｲｼﾀﾆ ﾀｶｺ 大阪府スキー連盟 頑張りま～す☆

33 女7組 今井 明日香 ｲﾏｲ ｱｽｶ 山と高原スキークラブ 菅平で滑るのは久しぶりです！大会楽しみたいです。

34 女7組 野地 加寿子 ﾉﾁﾞ ｶｽﾞｺ 静岡県スキー連盟 今シーズンの練習の成果を発揮出来るように頑張ります！

35 女7組 伊藤 冬子 ｲﾄｳ ﾌﾕｺ （公財）神奈川県スキー連盟 2回目の参加、よろしくお願い致します

36 女7組 柳下 直美 ﾔｷﾞｼﾀ ﾅｵﾐ チーム イーグル ギュイーン、ギュイーン滑れたら良いな！！

37 女7組 福田 真規 ﾌｸﾀﾞ ﾏｷ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ 昨年よりも順位を上げたい！自分との戦いです！お母さん頑張るね！

38 女7組 大石 直美 ｵｵｲｼ ﾅｵﾐ エコー・コムラード 雪と戯れ冬を楽しもう！笑顔あふれるスノーリゾート ありがとう菅平高原♥

39 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 菅平　子供預けて　マスターズ（五七五で）

40 女7組 神原 百合 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕﾘ ラッセルスキークラブ PB更新目指します！

41 女7組 松山 三公 ﾏﾂﾔﾏ ﾐｷｺ 大阪府スキー連盟 若いもんにはまだまだ負けん！

42 女7組 田村 敬子 ﾀﾑﾗ ｹｲｺ サンフィッシュ 久しぶりのマスターズへの挑戦です。どれだけ変わったのかな～

43 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 楽しく滑るぞ！

44 女7組 石田 貴子 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｺ 静岡県スキー連盟 エレガントに滑りたいですー！

45 女7組 志村 あゆみ ｼﾑﾗ ｱﾕﾐ カオススキークラブ 満足な滑りができるといいなぁ～

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

46 女8組 瀧沢 あすか ﾀｷｻﾞﾜ ｱｽｶ クラウンスキークラブ がんばります！

47 女8組 渡辺 叔佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶ スカブラ・クラブ みんなけっぱれ&#10071;ヨシカがんばるじ！

48 女8組 上田 真由 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ 武蔵野市スキー連盟 頑張ります

49 女8組 増田 みゆき ﾏｽﾀ ﾐﾕｷ 岐阜県スキー連盟 初出場です、皆さんよろしく！

50 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 よろしくお願いします。
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ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

51 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 全力で頑張りまーす！

52 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 特になし

53 男1組 村山 真三 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｿﾞｳ 杉並区スキー連盟 シーズンを有終の美で飾りたい。よきライバルと雪質と天候にも恵まれますように。も

54 男1組 宮崎 哲人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾋﾄ スカブラ・クラブ 自分で納得出来る滑りをしたいと思います。

55 男1組 本間 義啓 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾋﾛ タントスキークラブ コロナ禍で2019年以来の出場です。久しぶりの緊張感を楽しみます。

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

56 男2組 田嶋 敬司 ﾀｼﾞﾏ ｹｲｼﾞ サンダーグスキークラブ 年相応に滑りたい。頑張ります。

57 男2組 東出 憲一 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｹﾝｲﾁ 江東区スキー連盟
バックカントリーから基礎スキー指導員を経て、老いて現在アルペンマスターズレーサー。
今日は基礎スキーマスターズに挑戦です。

58 男2組 菊地 幸久 ｷｸﾁ ﾕｷﾋｻ （公財）神奈川県スキー連盟 今年は2組に上がりました。頑張ります。

59 男2組 鈴木 文男 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ 杉並区スキー連盟 専用ゲレンデで回りを気にすることなく楽しみたい

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 楽しんで滑ります

61 男2組 石原 千宏 ｲｼﾊﾗ ﾁﾋﾛ 山と高原スキークラブ 子供たちに負けないように頑張ります

62 男2組 野瀬 重治 ﾉｾ ｼｹﾞﾊﾙ 立川市スキー連盟 ケガをしないように頑張ります

63 男2組 岡部 正樹 ｵｶﾍﾞ ﾏｻｷ 板橋区スキー協会 ***

64 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 今年もがんばります

65 男2組 土屋 幸男 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 日立製作所本社スキー部 孫3人！一緒に滑る日を楽しみに頑張ります！

66 男2組 浜谷 哲男 ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾂｵ 新宿スキークラブ 特になし

67 男2組 瀬木 正直 ｾｷﾞ ﾏｻﾅｵ 岐阜県スキー連盟 老骨に鞭うって 頑張るぞ～

68 男2組 角田 道夫 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾁｵ セッションクラブ東京 数年ぶりくらいの参加となります。丁寧にガンガンいきます！！

69 男2組 木村 三男 ｷﾑﾗ ﾐﾂｵ 志賀高原スキークラブ 数年前より滑り症により腰痛発症、どれ程できるか挑戦です。

70 男2組 臼井 賢相 ｳｽｲ ｹﾝｼｮｳ カオススキークラブ 生涯現役スキーヤー&#8252; 100歳まで滑りたいものです・・・

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

71 男3組 山際 秀一 ﾔﾏｷﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 北区スキー連盟 今年も頑張ります

72 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 ***

73 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 頑張るぞー&#8252;

74 男3組 櫛田 実 ｸｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ エイケイエスシー 古稀＋2になりました。楽しみながら頑張ります。

75 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 今年も元気に一生懸命頑張ります！

76 男3組 小野 伸悦 ｵﾉ ｼﾝｴﾂ 世田谷区スキー協会 ***

77 男3組 土屋 正裕 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾛ ラッセルスキークラブ 年男！頑張ります

78 男3組 村上 和夫 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｵ 千代田区スキー協会 スキーは楽しく滑りたい！  　私の笑顔を見てください 　(^^♪

79 男3組 森田 憲史 ﾓﾘﾀ ﾉﾘﾌﾐ ファーストスキークラブ 頑張ります

80 男3組 小澤 時男 ｵｻﾞﾜ ﾄｷｵ フォーレストスキークラブ 大会初参加、頑張ります。

81 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 幾つになっても、チャレンジ！

82 男3組 菅原 千寿 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾄｼ チーム０２スキークラブ 雪にも負けず、斜面にも負けず、怪我にも負けず、3組のみなさん宜しくお願いします。

83 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 ***

84 男3組 名塚 幸雄 ﾅﾂﾞｶ ﾕｷｵ ＡＬＴスキークラブ 今年は転ばないように滑ります

85 男3組 松井 則之 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾕｷ カオススキークラブ 昨年よりも１ポイントでも上を目指す

86 男3組 根岸 均 ﾈｷﾞｼ ﾋﾄｼ ＡＬＴスキークラブ 雪と、仲良く滑ります。

87 男3組 上瀬 敏幸 ｶﾐｾ ﾄｼﾕｷ 岐阜県スキー連盟 年齢を重ねてもスムーズなターンを

88 男3組 河村 博 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県スキー連盟 落ち着いて安全に滑ります

89 男3組 佐藤 光夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ アカデミースキークラブ 今シーズンの総仕上げを、快心の一本で締めくくりたい

90 男3組 林 晋 ﾊﾔｼ ｽｽﾑ 羽村市スキー連盟 楽しみます。

91 男3組 古宮 勇 ｺﾐﾔ ｲｻﾑ （公財）神奈川県スキー連盟 宜しくお願いします。

92 男3組 中嶋 佐喜雄 ﾅｶｼﾏ ｻｷｵ 港区スキー連盟 腰が痛い！！そんな年代ですが、今年の雪に感謝して頑張ります！！

93 男3組 平塚 信夫 ﾋﾗﾂｶ ﾉﾌﾞｵ チーム０２スキークラブ 楽しんで緊張感を持ってトライするぞ

94 男3組 藤田 朝一 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県スキー連盟 このクラスまでスキーを続けられて、幸せです・頑張ります

95 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 楽しく滑ります！

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

96 男4組 田中 敏夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ エイティエイトスキー＆スノーボードクラ
ブ

スタッフの皆さま有難うございます。今年は腰痛も回復､頑張ります！

97 男4組 小野 学 ｵﾉ ｻﾄﾙ 調布市スキー連盟 全力を尽くします！

98 男4組 小林 恒重 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｼｹﾞ （公財）長野県スキー連盟 4組2年目。今年も全開で表彰台まで駆け上がれ!

99 男4組 大野 芳行 ｵｵﾉ ﾖｼﾕｷ フロンティアスキークラブ 緊張しまくりです

100 男4組 近藤 泰児 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼﾞ ＡＬＴスキークラブ メリハリのある滑りを目指します

101 男4組 小川 清志 ｵｶﾞﾜ ｷﾖｼ Ｔ．Ｐ．Ｓクラブ 大会関係者の皆様ありがとうございます。思いっきり楽しみます。

102 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 今の滑りがどのレベルにいるか確認したい。

103 男4組 山﨑 茂 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ アントンスキークラブ 今回は12年ぶりの出場で不安を感じての参加ですが楽しみたいです

104 男4組 小田桐 正明 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏｻｱｷ 志賀高原スキークラブ 久しぶりの参加です。頑張ります！

105 男4組 武田 文雄 ﾀｹﾀﾞ ﾌﾐｵ ファインスキークラブ お邪魔します

106 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 いい点おねがいしまーす

107 男4組 阿部 弘之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 警視庁スキークラブ 参加を楽しみたいと思います。。

108 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 4組最後の大会。頑張ります♥

109 男4組 松生 栄司 ﾏﾂｵｲ ｴｲｼﾞ 高知県スキー連盟 高知からお邪魔します

110 男4組 岡庭 悟 ｵｶﾆﾜ ｻﾄﾙ 静岡県スキー連盟 スキーはいくつになっても楽しい！準備してくださった皆さんありがとうございます。

111 男4組 佐藤 慎一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ サンダーグスキークラブ 久々の参加ですが、楽しみます

112 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 ***

113 男4組 俵 弘道 ﾀﾜﾗ ﾋﾛﾐﾁ 日立製作所本社スキー部 大会に感謝します。ストレス解消思いっきり滑ります。

114 男4組 池中 一夫 ｲｹﾅｶ ｶｽﾞｵ ＡＬＴスキークラブ 今年も頑張ります

115 男4組 瀧沢 稔 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ クラウンスキークラブ がんばります！

116 男4組 杉山 良人 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾄ 小平市スキー連盟 うぉ～いいね～いいよ～うん～

117 男4組 金光 淳一 ｺﾝｺｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ グレンツェンスキークラブ ただいま～、3年振りです♥

男子スタートリスト

2/4



 2023 フォルクルオープンマスターズスキーサーキットⅡ

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

118 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

練習の成果を出して納得のいく滑りを！

119 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 まだまだ進化したいです。

120 男5組 松井 勝 ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ サンダーグスキークラブ ***

121 男5組 佐野 勝 ｻﾉ ﾏｻﾙ NPO法人山梨県スキー連盟 還暦過ぎからが本当の戦い…美しさで勝負！

122 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 ***

123 男5組 鮎川 豊 ｱﾕｶﾜ ﾕﾀｶ スガスキークラブ
還暦をむかえまして第５組になりました。いつまでも目標をもってスキーを続けます！
今年もやります！大回り・小回り・「挨拶廻り」！！

124 男5組 松浦 亮 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ 小金井市スキー連盟 身の程知らずにも初めての技術選系の大会出場です。

125 男5組 愛宕 通隆 ｵﾀｷﾞ ﾐﾁﾀｶ 杉並区スキー連盟 過去2回は膝腰の故障、今シーズンカタハンでは首。それでも昨年を上回ることを念頭に！

126 男5組 本田 廣尚 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 岐阜県スキー連盟 270点を目指して！

127 男5組 森 文彦 ﾓﾘ ﾌﾐﾋｺ フジスキークラブ 頑張ります。

128 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 万年ブービー賞から脱出だ！！

129 男5組 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ スガスキークラブ よろしくおねがいします。

130 男5組 武井 正信 ﾀｹｲ ﾏｻﾉﾌﾞ チーム０２スキークラブ 天気にな&#12316;れ

131 男5組 新井 聡 ｱﾗｲ ｻﾄｼ シュピーレン 楽しみます

132 男5組 湯浅 統大 ﾕｱｻ ﾉﾘﾋﾛ アルピナグループ ***

133 男5組 松崎 浩一 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｲﾁ カオススキークラブ 今回は視界良好でありますように！

134 男5組 志茂 豊 ｼﾓ ﾕﾀｶ 羽村市スキー連盟 2回目のチャレンジです。

135 男5組 宮崎 尚 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ （公財）神奈川県スキー連盟 腰痛だよ！　イテテ。。

136 男5組 林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ （公財）神奈川県スキー連盟 楽しんで、前回より良い滑り目指します。

137 男5組 折戸 毅 ｵﾘﾄ ﾀｹｼ チーム０２スキークラブ 久々に戻ってきました。転ばなければ大満足なのですが…。

138 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 コロナ禍での開催、関係者の皆様方のご努力に心より感謝し、全力で滑走いたします。

139 男5組 徳竹 直美 ﾄｸﾀｹ ﾅｵﾐ サンフィッシュ 高齢者になってもがんばります！

140 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 ***

141 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 2回目の参加です

142 男5組 津端 裕 ﾂﾊﾞﾀ ﾕﾀｶ サンダーグスキークラブ 今年はマテリアルを一新！脚、腰年々衰えていますが頑張って滑ります！

143 男5組 伊藤 彰記 ｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ （公財）神奈川県スキー連盟 ２回目の参加、よろしくお願いします

144 男5組 山本 均 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ サンフィッシュ もっともっとうまくなりたい！！

145 男5組 齋藤 政則 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ラッチ（RACH) 少しだけでも上手くなりたい、カッコいいところを家族に見せたいと思っております、はい。

146 男5組 小出 昌二 ｺｲﾃﾞ ｼｮｳｼﾞ 八王子スキー連盟 目標ができて、またまたまたスキーが楽しくなってきました！！！

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

147 男6組 宇田川 公良 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｷﾐﾖｼ 特別区職員文化体育会スキー部 毎年言ってますが、今年こそは頑張ります。

148 男6組 貝發 秀一 ｶｲﾊﾂ ﾋﾃﾞｶｽﾞ カオススキークラブ スキーは楽しく！！

149 男6組 小野寺 昭則 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾉﾘ 明治大学基礎スキー研究会ロンドール シーズンを締め括る悔いのない一本を

150 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 全力で頑張ります

151 男6組 山口 賢吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｺﾞ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ 一生懸命練習しました！

152 男6組 千葉 弘実 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾐ 世田谷区スキー協会 ***

153 男6組 柴 和浩 ｼﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千代田区スキー協会 ***

154 男6組 田村 明寛 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ サンフィッシュ 久しぶりの参加でーーす。少しはスキーがうまくなっていると良いのだけど。

155 男6組 梶 昌弘 ｶｼﾞ ﾏｻﾋﾛ NPO法人山梨県スキー連盟
マスターズは自分を成長させるステージです。スタートラインに立てた嬉しい気持ちを込めて滑りま
す。

156 男6組 桜本 利幸 ｻｸﾗﾓﾄ ﾄｼﾕｷ サンフィッシュ ちょうだい、ちょうだい90点

157 男6組 古谷 啓志 ﾌﾙﾔ ﾋﾛｼ 静岡県スキー連盟
昨年に続き、2度目の参加です。カテゴリーが1つ上に上がり、一層楽しんで滑りたいと思います！
よろしくお願いします。

158 男6組 湖東 律 ｺﾄｳ ﾘﾂ 世田谷区スキー協会 ***

159 男6組 内藤 栄一 ﾅｲﾄｳ ｴｲｲﾁ 兵庫県スキー連盟 去年より良い得点を期待しています。

160 男6組 村田 康二 ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ ヨシマルスキークラブ 頑張ります！

161 男6組 斉藤 文俊 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾄｼ 青山スキークラブ とにかく元気に楽しく滑ります。

162 男6組 小俣 純一 ｵﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ラッチ（RACH) 楽しみます！

163 男6組 大石 昭司 ｵｵｲｼ ｼｮｳｼﾞ 八王子スキー連盟 いくつになっても楽しく滑りたいです。

164 男6組 座間 毅 ｻﾞﾏ ﾂﾖｼ スキーグループ ホワイトナイツ 今シーズンの集大成を。転ばなように滑ります・・・。

165 男6組 徳永 俊彦 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ シュアスキークラブ Skiing is life.

166 男6組 中島 浩 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ スノータンネットクラブ ***

167 男6組 森 芳信 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 世田谷区スキー協会 ***

168 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 頑張ります！

169 男6組 駒井 崇 ｺﾏｲ ﾀｶｼ チーム０２スキークラブ 頑張ります

170 男6組 大橋 啓祐 ｵｵﾊｼ ｹｲｽｹ ジーファクトリー 今年は55歳　gogoイケイケです

171 男6組 小池 龍太 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ ヨシマルスキークラブ こんな緊張する大会に出ることになるなんて。。

172 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 親子でがんばります

173 男6組 原田 秀行 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ＫＤＤＩスキークラブ 腰に爆弾抱えてしまいましたが、一度ぐらいは良いとこ見せたいデス。

174 男6組 片倉 智秋 ｶﾀｸﾗ ﾄﾓｱｷ ＡＬＴスキークラブ 初参加で勝手がわかっていませんが楽しみたいと思います。

175 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
目が見えない。腰が痛い。尿酸値が高い。どんどん体ぼろくなりますが、スキーは辞められまへん
なぁ～

176 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 一組あがったから 順位もあげたい。

177 男6組 山田 隆 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 千代田区スキー協会 基本的な滑りで挑戦してみます。

178 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 練習の成果、出るかな&#12316;&#128517;

179 男6組 濱野 眞行 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾕｷ 日本アイビーエムスキー部 がんばります。

180 男6組 沼田 英夫 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ ヨシマルスキークラブ まだ伸びしろがあると思いたいポンコツスキーヤーのチャレンジです！

181 男6組 小山 司 ｺﾔﾏ ﾂｶｻ リーゼンスキークラブ 頑張ります

182 男6組 渡辺 智昌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾏｻ ＡＬＴスキークラブ 雪面と仲良く

183 男6組 赤羽 克己 ｱｶﾊﾞﾈ ｶﾂﾐ 調布市スキー連盟 2度目のエントリー。　がんばるぞ～！
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184 男7組 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 警視庁スキークラブ 初出場なので、楽しみしかないです。

185 男7組 宮澤 一彦 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ Ullr Snow Team 怪我無い様に頑張ります！

186 男7組 浅枝 敏行 ｱｻｴﾀﾞ ﾄｼﾕｷ スカブラ・クラブ とても久しぶりですがガンバります！

187 男7組 清水 久裕 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾋﾛ サンフィッシュ 今シーズンの集大成となりますように！

188 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 今年こそ　少しでも多くの練習成果を出しきる様に滑ります。自分にファイト！

189 男7組 尾花 淳 ｵﾊﾞﾅ ｼﾞｭﾝ イエティスキークラブ シーズン終盤、徹底的に楽しむぞ！

190 男7組 菅井 貴夫 ｽｶﾞｲ ﾀｶｵ トヨタ自動車東京スキークラブ 頑張ります！

191 男7組 野呂 和典 ﾉﾛ ｶｽﾞﾉﾘ ホワイトキャッツスキークラブ 初出場がんばりまっ！

192 男7組 堀部 雄平 ﾎﾘﾍﾞ ﾕｳﾍｲ Ullr Snow Team 初参加です。ベストを尽くします。

193 男7組 春日 新一郎 ｶｽｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス）スキークラブ あーあまた魂抜くのかあ

194 男7組 石川 康之 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾕｷ ＡＬＴスキークラブ 昨年よりいい結果がでるように頑張ります。

195 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
スキーって楽しいですね&#12316;！スタート前のワクワク、ドキドキ感を楽しみながら滑りたいと思い
ます。

196 男7組 石川 晃三 ｲｼｶﾜ ｺｳｿﾞｳ ハルスポーツ 怪我しないよう安全運転

197 男7組 飯塚 幸司 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 多摩市スキー連盟 転ばないように完走を目指します！

198 男7組 小町 朗 ｺﾏﾁ ｱｷﾗ チーム０２スキークラブ 昭和歌謡大すき51才　米米CLUBのリズムで滑ります。

199 男7組 村岡 幹 ﾑﾗｵｶ ｶﾝ 世田谷区スキー協会 緊張感楽しみます。

200 男7組 石谷 彰寿 ｲｼﾀﾆ ｱｷﾋｻ --------------------- 今年こそ！

201 男7組 松山 泰輔 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｲｽｹ 大阪府スキー連盟 今シーズンいちばんの滑りをします

202 男7組 西澤 雅彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ ロングクルーズスキークラブ エグく攻めます！！

203 男7組 今永 隆 ｲﾏﾅｶﾞ ﾀｶｼ 日本パラマウント スキークラブ 自己最高得点めざしてま～す。あくまでも自分のね。

204 男7組 岡村 保男 ｵｶﾑﾗ ﾔｽｵ チーム０２スキークラブ 最後の7組！がんばりまーす！

205 男7組 上杉 護 ｳｴｽｷﾞ ﾏﾓﾙ ジーファクトリー 明るく楽しく元気良く！

206 男7組 山田 暁生 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ ＡＬＴスキークラブ 昨年より上を目指しまーす

207 男7組 小西 正也 ｺﾆｼ ﾏｻﾅﾘ 岐阜県スキー連盟 昨年より少しでも良い点数を出したいと思います。

208 男7組 山内 勝博 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ シゲチャンスキーストゥーディオ 40代最後がんばります！

209 男7組 伊藤 毅之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ タントスキークラブ 思いっきり元気よく滑ります。

210 男7組 石田 淳 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＡＬＴスキークラブ 今年も頑張ります。

211 男7組 新倉 太郎 ﾆｲｸﾗ ﾀﾛｳ 渋谷区スキー連盟 がんばります

212 男7組 宇野 博志 ｳﾉ ﾋﾛｼ ジーゲル・グルッペ クラブ名はジーゲル・グルッペです。

213 男7組 尾上 卓也 ｵﾉｴ ﾀｸﾔ エーデル・スキー・クラブ 今シーズンから７組です。先輩方に負けずに頑張ります！！

214 男7組 室岡 武 ﾑﾛｵｶ ﾀｹｼ トヨタ自動車東京スキークラブ 幾つになってもずっとスキーは続けていくぞ！！

215 男7組 関野 雅昭 ｾｷﾉ ﾏｻｱｷ スガスキークラブ アスリートごっこ2023締めくくり頑張ります！！

216 男7組 坂内 友岳 ｻｶｳﾁ ﾄﾓﾀｹ ディップス スキークラブ 初参加です。宜しくお願いいたします！

217 男7組 元林 功 ﾓﾄﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ スポーツユニティ 大会を楽しみたいと思います。

218 男7組 加治 靖雄 ｶｼﾞ ﾔｽｵ アルススキークラブ 楽しんで滑ります

219 男7組 室賀 秀一 ﾑﾛｶﾞ ｼｭｳｲﾁ 静岡県スキー連盟 毎年新しいスキーの発見があって楽しいです！皆さん、よろしくお願いします！！

220 男7組 花岡 正智 ﾊﾅｵｶ ﾏｻﾁ 石井スポーツスキークラブ さあ、マーティの登場です！

221 男7組 大阪 文洋 ｵｵｻｶ ﾌﾐﾋﾛ 日立製作所本社スキー部 クラブの皆様、いつもご指導頂きありがとうございます！

222 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 今シーズン最後のスキーになるので楽しんで滑ります。

ビブ№ 組 競技者氏名 ふりがな 団体名 コメント

223 男8組 戸部 史之 ﾄﾍﾞ ﾌﾐﾕｷ 杉並区スキー連盟 表彰台狙います。

224 男8組 野原 千春 ﾉﾊﾗ ﾁﾊﾙ スキーチームゼロ がんばります

225 男8組 上瀬 泰幸 ｶﾐｾ ﾔｽﾕｷ 岐阜県スキー連盟 初出場です、皆さんよろしく！

226 男8組 亀山 友邦 ｶﾒﾔﾏ ﾄﾓｸﾆ 板橋区スキー協会 家族の理解でスキーができることに、感謝、感謝。

227 男8組 平澤 雄太 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾀ スキーチームゼロ 滑りを進化させたはずなのでご評価をよろしくお願いします！

228 男8組 浦山 淳一 ｳﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 武蔵野市スキー連盟 頑張るぜ！！
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