
2022 年 3 月 1 日 

参加者 各位  

クラブ対抗競技会大会本部 

 

第 75 回東京都スキー連盟クラブ対抗競技会 

「競技上の注意事項」 

記 

【開会式、TCM】 

開会式・TCM は中止とします。 

タイムスケジュール、注意事項など通常 TCM で周知すべき内容は、公式フェイスブックにて 

公示します。 

その他、予め告知が必要と思われる事項についても同様とします。 

 

【ビブ配布】  

・ビブ配布は大会当日７：４５よりファミリーゲレンデのクワッド乗り場付近本部テントで行います。 

・ビブは健康確認表と引き換えとなります。 

・インスペクション開始は８：４５の予定ですので遅れない様にしてください。 

・その他、公示事項、スケジュール等に変更がある場合は、公式フェイスブック、公式掲示、 

場内アナウンスにてご連絡します。 

 

【健康確認表について】  

・健康確認表は、SAT ホームページよりダウンロードして必要事項を記載の上、 Bib と引換えに

提出してください。 

・健康確認表の提出が無い場合は、大会に参加できませんのでご注意ください。 

 

【リフト大会券について】  

・大会券の販売はありません。 

 

【競技説明】  

１）アップバーンについて 

・アップバーンは準備していません。 

大会コース以外のコースはすべて一般ゲレンデです。一般ゲレンデを滑走する場合には 

ルール、マナーを守り、十分にスピードコントロールをして事故等無いようにお願いします。 



２）インスペクションについて 

・マスク又はそれに準ずるものを着用し、密にならないように会話を避けて行って下さい。 

・インスペクションは必ず横滑りで行い、レースコースの疑似滑走を行わないこと。 

 

３）コーチ入場について 

・コーチ等でコースに立ち入る必要がある場合には、ビブ配布時に役員に申告して健康確認表

と引き換えにコーチ証を受け取り、着用の上コースに立ち入るようにしてください。 

 

４）タイム掲示について 

大会本部付近に掲示板を設置します。 

 

５）２本目出走について 

・１本目完走者全員。但しオーバータイム９０秒とする。・各組リバース１５名とする。  

１５名に満たない組はオールリバースとする。 

 

６）ビブ回収 

・ゴールエリア付近の回収箱にご自身で返却願います。 

・返却の際にビブ番号の確認を行いますのでご協力をお願い致します。 

 

７）観客エリアについて 

・原則、無観客での開催といたします。 

・ゴールエリアの下部のネット外付近では密にならないように観戦はお控え願います。 

・コース脇のネットの外側を含む競技エリアへの立ち入りと観戦は出来ません。 

・応援は密を避けて大きな声での声援や会話、また対面での会話をしないよう周囲に 

ご配慮をお願いします。 

 

８）表彰式 

・表彰式は行いません。 

・団体表彰は後日、都連ホームページに結果を掲載します。 

・赤井杯は当日本部テント脇付近でお渡しいたします。放送にご注意ください。 

・個人表彰状は後日、連盟から個人宅に郵送致します。 

・1～3 位までに（一社）菅平観光協会様より副賞のご提供があります。 

 表彰状と合せて郵送でお送り致します。 

 

上記事項を守れない選手は大会の参加を見合わせて頂く場合があります。  

コロナ禍での今後のレース開催の可否に関わる事項となると共に、ご自身と友人ご家族の健康

を守る為にもご協力をお願い致します。 

 



【新型コロナウイルス感染症対策について】  

・東京都スキー連盟「まん延防止等重点措置」期間中（1/21-3/6）の方針について（HP に載中） 

のご理解と尊守にご協力ください。 

特に会場入りする全ての方の陰性確認（PCR 検査、又は抗原検査による）及び健康確認表の

提出は徹底願います。 

 

以上の対応にご理解とご協力を頂けない場合には、参加を見合わせて頂くようお願いする場

合があります。 

 

以上 



大会名

期　日  ２０２２年 ３月 ５日　（土） 会  場  裏太郎ファミリーゲレンデ

コース  Ａコース　 スタートから見て左側 コース  Ｂコース　 スタートから見て右側（リフト側）

組　別 女子Jr組・６組～１組、男子Jr組・１０組～７組 組　別 男子６組～１組

 1本目　　ビブ№１～１３４  1本目　　ビブ№１３５～２７１

 2本目　　完走者全員（但しOT９０秒）  2本目　　完走者全員（但しOT９０秒）

Aコース内容 Bコース内容

Bib配布開始（ゴール付近） 7:45 7:45 Bib配布開始（ゴール付近）

リフト営業運転開始 8:00 8:00 リフト営業運転開始

Ａ-女子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始 8:45

Ａ-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始 8:50

8:55 B-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始

Ａ-女子組 入場制限 9:00

Ａ-男子組 入場制限 9:05

Ａ-女子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了 9:10 9:10 B-男子組 入場制限

Ａ-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了 9:15

9:20 B-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了

前走ｽﾀｰﾄ 9:25

A-1本目 ｽﾀｰﾄ   １３４名 9:30

A-1本目 競技終了 10:27

（２本目オーバータイム９０秒）

10:30 前走ｽﾀｰﾄ

10:35 B-1本目 ｽﾀｰﾄ   １３７名

11:33 B-1本目 競技終了

（２本目オーバータイム９０秒）

Ａ-女子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始 11:40

Ａ-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始 11:50

Ａ-女子組 入場制限 11:55

Ａ-男子組 入場制限 12:00 12:00 B-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始

Ａ-女子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了 12:05

Ａ-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了 12:10

２本目はフリップ　１５名 12:15 B-男子組 入場制限

１５名未満の組はオールフリップ 12:25 B-男子組ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了

２本目はフリップ　１５名

前走ｽﾀｰﾄ 12:30 １５名未満の組はオールフリップ

A-2本目 ｽﾀｰﾄ 完走者全員 12:35

（但しオーバータイム９０秒）

A-2本目 競技終了 13:32

13:35 前走ｽﾀｰﾄ

13:40 B-2本目 ｽﾀｰﾄ 完走者全員

（但しオーバータイム９０秒）

14:38 B-2本目 競技終了

（一財）東京都スキー連盟

時　間

第７５回 東京都スキー連盟クラブ対抗競技会

タイムスケジュール

※新型コロナ感染症拡大防止ガイドラインに基づき開会式、TCMならびに表彰式は行いません。

※ラップ賞は現地でお受け取りいただきますが、個人表彰状は後日都連より郵送させていただきます。



コース Bib 組 生まれ年区分 氏名 所属

A 1 女子Ｊｒ組 2006年以降 望月 里紗 カンダハートライブ レーシング

A 2 女子6組 1951年以前 村田 祐子 北区スキー連盟

A 3 女子6組 松本 キヨ子 世田谷区スキー協会

A 4 女子5組 1952年 伊藤 康代 ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム

A 5 女子5組 ～1961年 栗本 ゆう子 ヌプリスキー同人

A 6 女子5組 坂井 真由美 若葉スキークラブ

A 7 女子5組 関口 智子 武蔵村山スキー協会

A 8 女子5組 天川 有美 武蔵野市スキー連盟

A 9 女子5組 滝澤 美智子 ディップス スキークラブ

A 10 女子5組 染谷 雪恵 エスプリレーシング

A 11 女子5組 新谷 久美 港区スキー連盟

A 12 女子5組 鹿島 幸枝 世田谷区スキー協会

A 13 女子5組 小松 晴美 メティースキークラブ

A 14 女子5組 杉浦 智恵 スラロームスキークラブ

A 15 女子5組 岩本 のぞみ 世田谷区スキー協会

A 16 女子5組 五十嵐 真理子 千代田区スキー協会

A 17 女子4組 1962年 武井 久子 チーム・ビートゥー・ゼット

A 18 女子4組 ～1971年 笠間 敏江 新宿スキークラブ

A 19 女子4組 宮本 香苗 若葉スキークラブ

A 20 女子4組 斉藤 絵美子 大田区役所スキー部

A 21 女子4組 中谷 順子 スノースケープ

A 22 女子4組 市川 美枝子 若葉スキークラブ

A 23 女子4組 大屋 佳子 特別区職員文化体育会スキー部

A 24 女子4組 城田 千晶 世田谷区スキー協会

A 25 女子4組 滝沢 恵子 武蔵野市スキー連盟

A 26 女子4組 石井 裕子 フロイデ・シー・グルッペ

A 27 女子4組 渕脇 智香子 アロースキークラブ

A 28 女子4組 上村 貴代子 エスプリレーシング

A 29 女子4組 河野 直美 世田谷区スキー協会

A 30 女子4組 赤坂 陽子 ＫＤＤＩスキークラブ

A 31 女子3組 1971年 増田 真実子 チロルスキークラブ

A 32 女子3組 ～1981年 信太 陽子 チロルスキークラブ

A 33 女子3組 太田 ゆかり 東京燕スキー倶楽部

A 34 女子3組 近藤 基子 若葉スキークラブ

A 35 女子3組 坂内 恭子 ディップス スキークラブ

Aコース:　スタートから見て左側

スタートリスト

第75回　東京都スキー連盟クラブ対抗競技会

Bコース:　スタートから見て右側（リフト側）
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コース Bib 組 生まれ年区分 氏名 所属

Aコース:　スタートから見て左側

スタートリスト

第75回　東京都スキー連盟クラブ対抗競技会

Bコース:　スタートから見て右側（リフト側）

A 36 女子3組 田島 槇子 エコー・コムラード

A 37 女子3組 境 幸江 練馬区スキー協会

A 38 女子3組 政木 綾子 ディップス スキークラブ

A 39 女子2組 1982年 渕脇 達代 アロースキークラブ

A 40 女子2組 ～1996年 立野 里佳 ディップス スキークラブ

A 41 女子2組 岸本 千恵 千代田区スキー協会

A 42 女子2組 大森 有希子 ジョリースキークラブ

A 43 女子2組 栗岡 ゆき子 千代田区スキー協会

A 44 女子2組 上田 真由 武蔵野市スキー連盟

A 45 女子1組 1997年 梅園 紗也夏 石井スポーツスキークラブ

A 46 女子1組 ～2005年 林 弥貴 ファイヤーレーシングチーム

A 47 女子1組 島田 ティナ 世田谷区スキー協会

A 48 男子Jr組 2006年以降 吉川 來斗 日本アルペンスキークラブ

A 49 男子Jr組 平井 蓮之佑 ディップス スキークラブ

A 50 男子Jr組 政木 宗介 ディップス スキークラブ

A 51 男子Jr組 細江 利幸 練馬区スキー協会

A 52 男子Jr組 平井 立之佑 ディップス スキークラブ

A 53 男子10組 1941年以前 髙橋 幸男 特別区職員文化体育会スキー部

A 54 男子10組 深澤 六男 トルベ・コムラード

A 55 男子10組 川上 惇 アルピナグループ

A 56 男子10組 平田 昌範 サウンズスキークラブ

A 57 男子10組 石川 賢一 東京スポーツマンクラブ

A 58 男子10組 佐々木 勇一 武蔵野市スキー連盟

A 59 男子10組 関 義男 二十日石アルペンスキークラブ

A 60 男子10組 松澤 宏一 クラシックスキークラブ

A 61 男子10組 野崎 久仁男 ホワイト・ベア・クラブ

A 62 男子10組 杉崎 壽三男 練馬区スキー協会

A 63 男子9組 1942年 伊藤 欣一 武蔵野市スキー連盟

A 64 男子9組 ～1946年 神野 登美夫 二十日石アルペンスキークラブ

A 65 男子9組 山田 修 三田ディモンズクラブ

A 66 男子9組 藤森 幸三 二十日石アルペンスキークラブ

A 67 男子9組 見波 弘 武蔵野市スキー連盟

A 68 男子9組 吉田 治彦 三田ディモンズクラブ

A 69 男子9組 深見 国興 クラシックスキークラブ

A 70 男子9組 野崎 豊治 板橋区スキー協会
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コース Bib 組 生まれ年区分 氏名 所属

Aコース:　スタートから見て左側

スタートリスト

第75回　東京都スキー連盟クラブ対抗競技会

Bコース:　スタートから見て右側（リフト側）

A 71 男子9組 伊藤 信幸 ＮＴＴ東京スキー部

A 72 男子9組 田中 穎穂 世田谷区スキー協会

A 73 男子9組 沢 正樹 三鷹市スキー連盟

A 74 男子9組 島田 勝男 世田谷区スキー協会

A 75 男子9組 石井 久雄 フロイデ・シー・グルッペ

A 76 男子8組 1947年 中澤 孝幸 特別区職員文化体育会スキー部

A 77 男子8組 ～1951年 横内 善雄 若葉スキークラブ

A 78 男子8組 片山 恒次 スラロームスキークラブ

A 79 男子8組 星 勝実 練馬区スキー協会

A 80 男子8組 栗山 浩一 エコー・コムラード

A 81 男子8組 伊藤 裕行 ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム

A 82 男子8組 新村 末雄 特別区職員文化体育会スキー部

A 83 男子8組 堂内 憲治 若葉スキークラブ

A 84 男子8組 斎藤 充 ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム

A 85 男子8組 福原 力 ディップス スキークラブ

A 86 男子8組 長井 明 新宿スキークラブ

A 87 男子8組 川上 光一 ジーファクトリー

A 88 男子8組 長谷川 春彦 ＫＤＤＩスキークラブ

A 89 男子8組 仲山 俊夫 東京都庁体育会スキー部

A 90 男子8組 棚田 兼蔵 練馬区スキー協会

A 91 男子8組 大森 通安 ジョリースキークラブ

A 92 男子8組 村上 和夫 千代田区スキー協会

A 93 男子8組 阿久津 寿 Ｋ．Ｓ．Ｃ

A 94 男子8組 内田 政男 板橋区スキー協会

A 95 男子8組 山本 勉 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)

A 96 男子8組 石川 悦雄 千代田区スキー協会

A 97 男子8組 伊藤 庄一 デモネージュスキークラブ

A 98 男子8組 兎澤 孝義 ヌプリスキー同人

A 99 男子8組 遊佐 詔一 特別区職員文化体育会スキー部

A 100 男子8組 我妻 富一 モダンスキークラブ

A 101 男子8組 本間 敏夫 二十日石アルペンスキークラブ

A 102 男子7組 1952年 小林 東次 ディップス スキークラブ

A 103 男子7組 ～1956年 山本 秀作 特別区職員文化体育会スキー部
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コース Bib 組 生まれ年区分 氏名 所属

Aコース:　スタートから見て左側

スタートリスト

第75回　東京都スキー連盟クラブ対抗競技会

Bコース:　スタートから見て右側（リフト側）

A 104 男子7組 小山 昭司 武蔵村山スキー協会

A 105 男子7組 山崎 菊治 ヌプリスキー同人

A 106 男子7組 梅原 久 Ｚスキークラブ

A 107 男子7組 塩原 明之 練馬区スキー協会

A 108 男子7組 阿部 祐三 東京消防庁スキー部

A 109 男子7組 八久保 幸夫 新宿スキークラブ

A 110 男子7組 井上 雅博 葛飾区スキー連盟

A 111 男子7組 高見 淳 東京消防庁スキー部

A 112 男子7組 佐藤 和彦 練馬区スキー協会

A 113 男子7組 新治 満 特別区職員文化体育会スキー部

A 114 男子7組 山田 節夫 世田谷区スキー協会

A 115 男子7組 石川 利博 ＮＴＴ東京スキー部

A 116 男子7組 石井 哲也 スラロームスキークラブ

A 117 男子7組 大久保 雅司 ＵＮＯスキークラブ

A 118 男子7組 西脇 義弘 港区スキー連盟

A 119 男子7組 白木 伸行 北区スキー連盟

A 120 男子7組 関 晃 エコー・コムラード

A 121 男子7組 西﨑 裕 エコー・コムラード

A 122 男子7組 仁科 栄一 ＮＴＴ東京スキー部

A 123 男子7組 谷延 愼司 ヴェーデルンスキークラブ

A 124 男子7組 大野 正次 練馬区スキー協会

A 125 男子7組 高橋 芳男 千代田区スキー協会

A 126 男子7組 新谷 義一 港区スキー連盟

A 127 男子7組 松本 昭夫 スカオイスキークラブ

A 128 男子7組 森田 哲男 北区スキー連盟

A 129 男子7組 滝澤 千代一 ディップス スキークラブ

A 130 男子7組 中條 明彦 港区スキー連盟

A 131 男子7組 石下 幸二 板橋区スキー協会

A 132 男子7組 平山 和成 板橋区スキー協会

A 133 男子7組 宮崎 秀夫 武蔵村山スキー協会

A 134 男子7組 寺島 伸一 ディップス スキークラブ

B 135 男子6組 1957年 中神 文彦 ファイヤーレーシングチーム

B 136 男子6組 ～1961年 大江 健嗣 チームディーエルベーハースキークラブ

B 137 男子6組 城田 克也 世田谷区スキー協会

B 138 男子6組 鈴木 望 世田谷区スキー協会
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Bコース:　スタートから見て右側（リフト側）

B 139 男子6組 宇佐見 裕 スラロームスキークラブ

B 140 男子6組 熊沢 明 練馬区スキー協会

B 141 男子6組 田中 敏明 東京消防庁スキー部

B 142 男子6組 小松 俊彦 武蔵村山スキー協会

B 143 男子6組 山田 浩 ＮＴＴ東京スキー部

B 144 男子6組 倉田 龍介 東京都庁体育会スキー部

B 145 男子6組 笠間 桂次 新宿スキークラブ

B 146 男子6組 金井 均 若葉スキークラブ

B 147 男子6組 藤原 修 農林水産省スキークラブ

B 148 男子6組 増田 卓郎 チロルスキークラブ

B 149 男子6組 古川 浩次 若葉スキークラブ

B 150 男子6組 渋谷 正彦 武蔵村山スキー協会

B 151 男子6組 渕脇 英一 アロースキークラブ

B 152 男子6組 浅井 洋 武蔵野市スキー連盟

B 153 男子6組 染谷 昌彦 エスプリレーシング

B 154 男子6組 水野 昌行 葛飾区スキー連盟

B 155 男子6組 宮鍋 浩 たまこスキーチーム

B 156 男子6組 浅見 裕 スラロームスキークラブ

B 157 男子6組 宮地 好彦 ディップス スキークラブ

B 158 男子6組 吉川 秀文 品川区スキー連盟

B 159 男子6組 小永井 徹 杉並区スキー連盟

B 160 男子6組 坂口 治 練馬区スキー協会

B 161 男子6組 外崎 勝博 ディップス スキークラブ

B 162 男子6組 齊藤 祐司 世田谷区スキー協会

B 163 男子6組 冨井 宏樹 クラシックスキークラブ

B 164 男子6組 奥村 偉才 三田ディモンズクラブ

B 165 男子6組 広瀬 逸郎 練馬区スキー協会

B 166 男子6組 堀尾 和正 ヴェーデルンスキークラブ

B 167 男子6組 丸山 仁 港区スキー連盟

B 168 男子6組 高橋 昌也 東京スポーツマンクラブ

B 169 男子6組 福岡 秀幸 スラロームスキークラブ

B 170 男子6組 粟飯原 崇吉 ヌプリスキー同人

B 171 男子6組 三宅 恭一 武蔵村山スキー協会

B 172 男子5組 1962年 川口 一司 若葉スキークラブ

B 173 男子5組 ～1966年 大内 武彦 特別区職員文化体育会スキー部
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B 174 男子5組 岡本 宏和 武蔵村山スキー協会

B 175 男子5組 佐藤 善紀 町田市スキー連盟

B 176 男子5組 石川 忠良 東京スポーツマンクラブ

B 177 男子5組 野々山 淳 武蔵野市スキー連盟

B 178 男子5組 柏木 直人 ヴェーデルンスキークラブ

B 179 男子5組 斉藤 博幸 新宿スキークラブ

B 180 男子5組 中野 義達 二十日石アルペンスキークラブ

B 181 男子5組 朝比奈 秀樹 ＮＴＴ東京スキー部

B 182 男子5組 佐藤 義清 練馬区スキー協会

B 183 男子5組 木内 俊直 板橋区スキー協会

B 184 男子5組 秋山 功 二十日石アルペンスキークラブ

B 185 男子5組 黒崎 信之 東京アマチュア・スキー・クラブ

B 186 男子5組 小野 雄一 港区スキー連盟

B 187 男子5組 立野 博之 ディップス スキークラブ

B 188 男子5組 鈴木 岳人 武蔵野市スキー連盟

B 189 男子5組 小林 知幸 東京スポーツマンクラブ

B 190 男子5組 小野寺 徹 ジーファクトリー

B 191 男子5組 白濱 淳 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)

B 192 男子5組 野瀬 友利 東京都庁体育会スキー部

B 193 男子5組 黒田 伊久雄 トルベ・コムラード

B 194 男子5組 田屋 裕範 トルベ・コムラード

B 195 男子5組 中村 孝 北区スキー連盟

B 196 男子5組 星野 哲雄 千代田区スキー協会

B 197 男子5組 寺澤 博 千代田区スキー協会

B 198 男子5組 蔦原 克典 練馬区スキー協会

B 199 男子5組 小野 衛 大田区役所スキー部

B 200 男子5組 柿澤 顕司 世田谷区スキー協会

B 201 男子5組 寺田 浩幸 板橋区スキー協会

B 202 男子5組 高柳 良大 新宿スキークラブ

B 203 男子5組 奥村 俊文 スラロームスキークラブ

B 204 男子5組 武田 浩二 児童スキー研究会

B 205 男子5組 天野 学 トルベ・コムラード

B 206 男子4組 1967年 秋山 航一 武蔵野市スキー連盟

B 207 男子4組 ～1971年 武井 克己 チーム・ビートゥー・ゼット

B 208 男子4組 浅輪 景一 アートスポーツスキークラブ
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B 209 男子4組 相馬 悟 港区スキー連盟

B 210 男子4組 赤坂 健 ＫＤＤＩスキークラブ

B 211 男子4組 秋元 嘉幸 品川区スキー連盟

B 212 男子4組 築地 貴之 東京アマチュア・スキー・クラブ

B 213 男子4組 山田 勝巳 ホワイト・ベア・クラブ

B 214 男子4組 信太 真二 チロルスキークラブ
B 215 男子4組 小林 弘典 二十日石アルペンスキークラブ
B 216 男子4組 吉川 昌宏 日本アルペンスキークラブ
B 217 男子4組 坂内 友岳 ディップス スキークラブ
B 218 男子4組 畑中 真一 エコー・コムラード
B 219 男子4組 小宮 章弘 スラロームスキークラブ
B 220 男子4組 大沼 修 特別区職員文化体育会スキー部
B 221 男子4組 小山 健司 港区スキー連盟
B 222 男子4組 黒木 啓太 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
B 223 男子4組 清田 卓義 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
B 224 男子4組 島田 健司 世田谷区スキー協会
B 225 男子4組 藤田 康雄 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
B 226 男子4組 小野 誠三 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
B 227 男子4組 村岡 朋文 カバタスキークラブ
B 228 男子4組 宇田 孝史 大田区役所スキー部
B 229 男子4組 加藤 英二 エコー・コムラード
B 230 男子4組 村岡 幹 世田谷区スキー協会
B 231 男子4組 香川 正明 エコー・コムラード
B 232 男子4組 大屋 則昭 世田谷区スキー協会
B 233 男子4組 駒場 忠則 世田谷区スキー協会
B 234 男子4組 平井 幸光 ディップス スキークラブ
B 235 男子4組 小林 広和 シーファーラ・グルッペ
B 236 男子4組 相馬 勝利 練馬区スキー協会
B 237 男子4組 河野 雅至 世田谷区スキー協会
B 238 男子4組 大根 康之 武蔵野市スキー連盟
B 239 男子3組 1972年 湯口 暁 ＧＯＤレーシング
B 240 男子3組 ～1981年 遠藤 太郎 武蔵野市スキー連盟
B 241 男子3組 荒井 祐治 モンタナスキークラブ
B 242 男子3組 服部 正史 ジーファクトリー
B 243 男子3組 野村 一貴 特別区職員文化体育会スキー部
B 244 男子3組 島田 喜久則 スラロームスキークラブ
B 245 男子3組 佐竹 伸之 武蔵野市スキー連盟
B 246 男子3組 押山 宏晃 東京都庁体育会スキー部
B 247 男子3組 澤田 健 ディップス スキークラブ
B 248 男子3組 菅家 稔 ディップス スキークラブ
B 249 男子3組 河津 充 ディップス スキークラブ
B 250 男子3組 政木 隆史 ディップス スキークラブ
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B 251 男子3組 村野 覚 シール・クラブ
B 252 男子3組 下野 文士 カバタスキークラブ
B 253 男子3組 森井 太郎 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
B 254 男子3組 神谷 峰男 品川区スキー連盟
B 255 男子3組 村松 一希 練馬区スキー協会
B 256 男子3組 野崎 将孝 板橋区スキー協会
B 257 男子3組 大石 英男 大田区役所スキー部
B 258 男子3組 志田 優介 新宿スキークラブ
B 259 男子3組 亀山 友邦 板橋区スキー協会
B 260 男子3組 三上 大輔 ツィールトウキョウ（Ｚiel Tokyo)
B 261 男子2組 1982年 岡田 卓哉 武蔵野市スキー連盟
B 262 男子2組 ～1996年 小永井 大介 杉並区スキー連盟
B 263 男子2組 鈴木 貴大 東京アマチュア・スキー・クラブ
B 264 男子2組 山科 盛人 エコー・コムラード
B 265 男子2組 田口 怜 野辺山スキークラブ
B 266 男子2組 山中 駿 ＭＡＸＩＭＵＭスキーチーム
B 267 男子1組 1997年 西崎 公宣 エコー・コムラード
B 268 男子1組 ～2005年 杉浦 仁 カンダハートライブ レーシング
B 269 男子1組 山田 航世 ホワイト・ベア・クラブ
B 270 男子1組 小野 和将 特別区職員文化体育会スキー部
B 271 男子1組 境 悠太 練馬区スキー協会
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