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ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田　圭 [SAK] コース名 ファースト・セカンドコース
主審 宮本　篤 [SAK] スタート地点 1520m
競技委員長 佐藤　茂之 [SAK] フィニッシュ地点 1360m

標高差 160m
全長 680m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%

旗門数 OPEN スタート時間 **:**

ｽﾀｰﾄ/Bib ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

未就学児（男子）
1 0790005 稲葉 淳一郎 神奈川 横浜ﾊﾞﾃﾞｨｽﾎﾟｰﾂ幼児園
2 0790036 小島 永大 神奈川 川崎市

キッズA（女子）
3 1011321 新海 理帆 横　浜 バディーＳＣ
4 1005123 原 美空乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA
5 1011319 竹本 瑚乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA

キッズA（男子）
6 1005125 山田 海斗 横　浜 BURST-YOKOHAMA
7 1011320 山口 礼滝 横　浜 BURST-YOKOHAMA
8 1005128 田中 遼介 横　浜 西梶ヶ谷小学校
9 0790035 小島 綾真 神奈川 川崎市

キッズB（女子）
10 1011318 竹本 夏蓮 横　浜 BURST-YOKOHAMA
11 1001804 小野里 佳恋 群　馬 長野原スキークラブ
12 0790038 森 理葉 東　京 湯の丸ジュニア

キッズB（男子）
13 1006465 前田 航 川　崎 桐蔭学園
14 0994830 山口 礼夢 横　浜 BURST-YOKOHAMA
15 0999980 山口 礼恩 横　浜 BURST-YOKOHAMA
16 0999979 井手田 昊陽 横　浜 BURST-YOKOHAMA
17 1002296 岡本 昂己 逗　子 ショーナンキッズ

マスターズ・女子８０歳以上
21 0109516 白井 嘉子 横須賀 横須賀共済病院

マスターズ・女子６５歳以上
22 0878675 坂井 真由美 東　京 北区
23 0014409 伊藤 康代 東　京 maximum

マスターズ・女子５５歳以上

第１７回チャレンジカップ第１戦 鹿沢大会

第１７回マスターズ選手権大会第１戦 鹿沢大会

鹿沢スノーエリア

大回転

１本目スタートリスト

--------------------------------------------

Ｂコース
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24 0094604 中村 章子 大　阪 大阪ワンパーパス
25 1005121 悪七 由美子 横　浜 横浜市役所スキー部

マスターズ・女子５０歳以上
26 0495650 市川 美枝子 東　京 若葉スキークラブ

マスターズ・女子４０歳以上
27 0134999 杉下 千明 埼　玉 ボッシュスキー部

マスターズ・男子８０歳以上
31 0079889 石川 賢一 東　京 東京スポーツマン

マスターズ・男子７０歳以上
32 1003443 朝倉 義弘 大　阪 雪花菜

マスターズ・男子６５歳以上
33 0050906 三浦 一秋 東　京 Ｚスキークラブ
34 0021362 桶谷 政博 大　阪 雪花菜
35 1010217 子安 正和 大　阪 雪花菜
36 0059587 秋葉 敬治 大　阪 大阪ワンパーパス
37 1006151 中嶋 幸寿 群　馬 渋川スキークラブ

マスターズ・男子６０歳以上
38 0983573 井上 淳 相模原 スキークラブカメ
39 0700062 悪七 秀樹 平　塚 小松スキー部
40 0046984 佐藤 弘之 鎌　倉 三菱電機鎌倉
41 0041112 高橋 昌也 東　京 ポールスターSC
42 0790002 根岸 信介 横　浜 横浜スベロー会
43 0115149 平沢 勇 横　浜 CLUBMAN SNOW
44 0097070 長崎 正幸 小田原 アールベルグＳＣ
45 0081617 千葉 豊 横　浜 横浜ＹＹＳＣ

マスターズ・男子５５歳以上
46 0111089 飯塚 哲聡 横　浜 横浜市中学校ＳＣ
47 0700003 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会
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48 0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン
49 0889254 半田 明 鎌　倉 三菱電機鎌倉
50 0700002 早川 英明 横　浜 横浜スベロー会
51 0088362 大西 寛 兵　庫 新宮スキークラブ
52 0107101 内海 千春 兵　庫 新宮スキークラブ
53 0062631 小谷 領人 兵　庫 新宮スキークラブ
54 0790031 西村 勉 富　山 南砺市

マスターズ・男子５０歳以上
55 0965189 西山 厚 平　塚 平塚スキークラブ
56 0041233 高橋 進一郎 相模原 三菱重工相製
57 0998465 轟 一弥 長　野 ＢＢＭ
58 0969753 谷口 寿保 東　京 東京スポーツマン
59 0790001 渡邊 佳洋 横　浜 横浜スベロー会
60 0944704 石川 忠良 東　京 東京スポーツマン
61 0790008 岡田 和弘 神奈川 藤沢市

マスターズ・男子４５歳以上
62 0084623 早藤 伊佐緒 横　浜 スキーチーム雪だるま
63 0104939 藤井 孝一 横　浜 スキーチーム雪だるま
64 0876313 遠藤 仁 横　浜 三菱重工横浜
65 0916403 熊谷 耕二 横　浜 ケンウッドＳＣ
66 0950019 竹本 健一 横須賀 横須賀市役所
67 0927184 佐藤 重雄 横　浜 小野測器スキー部
68 0790007 難波 崇 東　京 Balance up
69 0790032 猪本 浩二郎 横　浜 バディーSC

マスターズ・男子４０歳以上
70 0909019 清水 貴光 厚　木 日産ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
71 0929779 志賀 悟史 埼　玉 ＡＲＣ
72 0790003 安田 晃己 東　京 宮津市スキー協会
73 0090698 澤田 健 東　京 ディップススキークラ

オープン・成年女子
81 0959831 関口 遼香 群　馬 佐野日大高
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82 0790018 松井 萌実 東　京 東京歯科大学
83 欠番
84 0790021 関矢 日向子 東　京 東京歯科大学
85 0790024 鯉沼 里佳 東　京 東京歯科大学

オープン・成年男子
131 3021194 一ノ瀬 迅 東　京 由井中学
132 1004796 藤井 優太 東　京 桐朋高校
133 0790025 山村 祥 東　京 東京歯科大学
134 0790026 神谷 駿太朗 東　京 東京歯科大学
135 0790037 西峯 正 愛　知 名古屋市
136 0790017 十河 陸 東　京 東京歯科大学
137 0790020 窪山 裕也 東　京 東京歯科大学
138 0790019 酒井 弘 東　京 東京歯科大学
139 0790004 陣内 映人 横　浜 クラブ・ド・ネージュ
140 0790013 中島 優 東　京 東京歯科大学
141 0790014 濱田 起矢 東　京 東京歯科大学
142 1011317 坂本 良太 横　浜 高田中学
143 0790016 片山 幹允 東　京 東京歯科大学
144 0105475 藤原 敏行 千　葉 ＪＲ千葉
145 0790010 三口 晃弘 大　阪 大阪ワンパーパス
146 0790015 村岡 泰岳 東　京 東京歯科大学
147 0790022 吉田 大祥 東　京 東京歯科大学
148 0790023 花井 隆一郎 東　京 東京歯科大学


