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○女子

SAJ No 氏名 協会 所属 クラス

0935085 谷 寿子 東　京 三田ディモンズ ７５歳以上

0878675 坂井 真由美 東　京 北区 ６５歳以上

0929089 桶谷 牧子 大　阪 雪花菜 ６５歳以上

0014409 伊藤 康代 東　京 maximum ６５歳以上

0094604 中村 章子 大　阪 大阪ワンパーパス ６０歳以上

0134999 杉下 千明 埼　玉 ボッシュスキー部 ４５歳以上

7900003 堀内 祐香 長　野 ＪＲ東日本長野支社ＳＣ ４０歳以上

○男子

SAJ No 氏名 協会 所属 クラス

0079889 石川 賢一 東　京 東京スポーツマン ８０歳以上

0891320 谷 善樹 東　京 三田ディモンズ ７５歳以上

0050906 三浦 一秋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎 ７０歳以上

0955630 井上 健史 相模原 相雪スキークラブ ７０歳以上

0021362 桶谷 政博 大　阪 雪花菜 ７０歳以上

0873661 綿貫 幸男 横　浜 横浜スポーツマン ７０歳以上

0953923 平澤 俊充 長　野 静岡市スワンＳＣ ６５歳以上

0999978 田屋 惠唯 横　浜 K-Power ６５歳以上

0097070 長崎 正幸 小田原 アールベルグＳＣ ６５歳以上

0043372 高澤 一二 小田原 アールベルグＳＣ ６５歳以上

0059587 秋葉 敬治 大　阪 大阪ワンパーパス ６５歳以上

1003444 岩崎 繁嗣 大　阪 雪花菜 ６５歳以上

0021622 下村 清 藤　沢 藤沢スキークラブ ６５歳以上

0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所 ６５歳以上

0983001 高橋 昌也 東　京 ポールスターＳＣ ６０歳以上

0062631 小谷 領人 兵　庫 新宮スキークラブ ６０歳以上

7900007 石島 芳則 神奈川 ＳＲＣ湘南 ６０歳以上

0107101 内海 千春 兵　庫 新宮スキークラブ ６０歳以上

0032186 牛山 成剛 長　野 塩尻体協ＳＣ ６０歳以上

0965189 西山 厚 平　塚 平塚スキークラブ ５５歳以上

0969753 谷口 寿保 東　京 東京スポーツマンクラブ ５５歳以上

0889254 半田 明 鎌　倉 三菱電機鎌倉ＳＣ ５５歳以上

0111089 飯塚 哲聡 横　浜 横浜市中学校ＳＣ ５５歳以上

0944704 石川 忠良 東　京 東京スポーツマン ５５歳以上

1005117 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会 ５５歳以上

1028350 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ ５５歳以上

0088559 大川 正一 藤　沢 藤沢スキークラブ ５５歳以上

0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン ５５歳以上

1005119 早川 英明 横　浜 横浜スベロー会 ５５歳以上

0903852 沼田 雅人 大　和 スキークラブどんぐり ５５歳以上
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0445225 梶田 素光 愛　知 アポプレキシアＳＴ ５５歳以上

0998465 轟 一弥 長　野 長野市スキークラブ ５０歳以上

0041233 高橋 進一郎 相模原 三菱重工相製 ５０歳以上

0916403 熊谷 耕二 横　浜 ケンウッドＳＣ ５０歳以上

0033216 近藤 浩道 相模原 スキークラブ・カメ ５０歳以上

0108041 二ノ宮 岳 相模原 スキークラブ・カメ ５０歳以上

7900012 西田 裕二 埼　玉 所沢市 ５０歳以上

7900013 中澤 伸昭 東　京 大田区 ５０歳以上

0927184 佐藤 重雄 横　浜 小野測器スキー部 ５０歳以上

0090698 澤田 健 東　京 ディップススキークラブ ４５歳以上

7900008 三口 晃弘 石　川 大阪ワンパーパス ４５歳以上

0876313 遠藤 仁 横　浜 三菱重工スキー山岳部 ４５歳以上

1029111 岡田 良一 横　浜 K-Power ４５歳以上

0929779 志賀 悟史 埼　玉 ＡＲＣ ４０歳以上

0105475 藤原 敏行 千　葉 ＪＲ千葉 ４０歳以上

0927101 荒井 康輔 埼　玉 ＡＲＣ ４０歳以上
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