
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 菊地 富士夫 [神奈川] コース名
主審 平賀 敦人 [神奈川] ファースト・セカンドコース
競技委員長 中田 圭 [神奈川] スタート地点 1520m

フィニッシュ地点 1360m
標高差 160m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%
ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-01/12

１本目 ２本目
コースセッター *** [***] コースセッター *** [***]
前走者 - A - *** [***] 前走者 - A - *** [***]
前走者 - B - *** [***] 前走者 - B - *** [***]
前走者 - C - *** [***] 前走者 - C - *** [***]

旗門数 **(**) スタート時間 **:** 旗門数 **(**) スタート時間 **:**

ｽﾀｰﾄ 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

オープン・未就学児（女子）
111 7910004 茂田 日菜子 千　葉 人見こども園

オープン・未就学児（男子）
112 7900009 井田 創介 横　浜 バディスポーツ幼児園
113 7900010 池田 大和 横　浜 バディスポーツ幼児園

オープン・キッズＡ（女子）
114 1036093 谷 梅圭 横　浜 BURST-YOKOHAMA

オープン・キッズＡ（男子）
115 7900015 稲葉 淳一郎 神奈川 茅ヶ崎小学校
116 1012033 福田 蓮登 相模原 アガペスキークラブ
117 7900011 西岡 虎以 神奈川 宮崎小学校
118 1031175 勢木 怜志 鳥　取 末恒小学校

オープン・キッズＢ（女子）
119 1005123 原 美空乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA
120 1011321 新海 理帆 横　浜 バディースキークラブ
121 1011319 竹本 瑚乃 横　浜 BURST-YOKOHAMA
122 1005126 鈴木 翔温 横　浜 鹿沢ﾚｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｲｽ
123 0012178 樋口 凜音 東　京 カンダハー

オープン・キッズＢ（男子）
124 1011320 山口 礼滝 横　浜 BURST-YOKOHAMA
125 1005128 田中 遼介 横　浜 バディースキークラブ
126 7900014 岡田 将馬 東　京 リベルタレーシング
127 1005125 山田 海斗 横　浜 BURST-YOKOHAMA
128 7900002 滝内 朔久 東　京 KRP
129 7900006 吉田 拓真 神奈川 横浜国大附鎌倉小学校

第１９回チャレンジカップ

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

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

第１９回神奈川県マスターズ選手権
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ｽﾀｰﾄ 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

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

オープン・ユースＫ１（女子）
130 1010655 茂田 七菜子 千　葉 大和田小学校
131 1034111 稲熊 日向子 愛　知 リベルタスキークラブ
132 7910002 弦巻 佳夢 神奈川 川和東小学校

オープン・ユースＫ１（男子）
133 1006465 前田 航 川　崎 富士通スキー部
134 0999980 山口 礼恩 横　浜 BURST-YOKOHAMA
135 1002296 岡本 昂己 逗　子 ショーナンキッズ
136 0994830 山口 礼夢 横　浜 BURST-YOKOHAMA
137 7900016 中澤 亮 東　京 聖ヨゼフ学園小学校
138 1032697 佐藤 海翔 埼　玉 リベルタスキークラブ

マスターズ・女子７５歳以上
139 0935085 谷 寿子 東　京 三田ディモンズ *

マスターズ・女子６５歳以上
140 0929089 桶谷 牧子 大　阪 雪花菜 *
141 0014409 伊藤 康代 東　京 maximum *
142 0878675 坂井 真由美 東　京 北区 *

マスターズ・女子６０歳以上
143 0094604 中村 章子 大　阪 大阪ワンパーパス *

マスターズ・女子４５歳以上
144 0134999 杉下 千明 埼　玉 ボッシュスキー部 *

マスターズ・女子４０歳以上
145 7900003 堀内 祐香 長　野 JR東日本長野支社SC *

マスターズ・男子８０歳以上
146 0079889 石川 賢一 東　京 東京スポーツマン *

マスターズ・男子７５歳以上
147 0891320 谷 善樹 東　京 三田ディモンズ *

マスターズ・男子７０歳以上
148 0955630 井上 健史 相模原 相雪スキークラブ
149 0021362 桶谷 政博 大　阪 雪花菜 *
150 0873661 綿貫 幸男 横　浜 横浜スポーツマン *
151 0050906 三浦 一秋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎 *

マスターズ・男子６５歳以上
152 0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所
153 0999978 田屋 惠唯 横　浜 K-Power
154 0059587 秋葉 敬治 大　阪 大阪ワンパーパス *
155 0953923 平澤 俊充 長　野 静岡市スワンＳＣ *
156 0021622 下村 清 藤　沢 藤沢スキークラブ
157 0097070 長崎 正幸 小田原 アールベルグＳＣ
158 1003444 岩崎 繁嗣 大　阪 雪花菜 *
159 0043372 高澤 一二 小田原 アールベルグＳＣ

マスターズ・男子６０歳以上
160 0062631 小谷 領人 兵　庫 新宮スキークラブ *
161 0032186 牛山 成剛 長　野 塩尻体協ＳＣ *
162 7900007 石島 芳則 神奈川 ＳＲＣ湘南 *
163 0983001 高橋 昌也 東　京 ポールスターＳＣ *
164 0107101 内海 千春 兵　庫 新宮スキークラブ *
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ｽﾀｰﾄ 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

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

マスターズ・男子５５歳以上
165 0111089 飯塚 哲聡 横　浜 横浜市中学校ＳＣ
166 0965189 西山 厚 平　塚 平塚スキークラブ
167 1005117 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会
168 0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン
169 0889254 半田 明 鎌　倉 三菱電機鎌倉ＳＣ
170 0445225 梶田 素光 愛　知 アポプレキシアＳＴ *
171 0944704 石川 忠良 東　京 東京スポーツマン *
172 1005119 早川 英明 横　浜 横浜スベロー会 *
173 0088559 大川 正一 藤　沢 藤沢スキークラブ
174 1028350 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ
175 0903852 沼田 雅人 大　和 スキークラブどんぐり
176 0969753 谷口 寿保 東　京 東京ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ *

マスターズ・男子５０歳以上
177 0916403 熊谷 耕二 横　浜 ケンウッドＳＣ
178 0927184 佐藤 重雄 横　浜 小野測器スキー部
179 0041233 高橋 進一郎 相模原 三菱重工相製
180 7900013 中澤 伸昭 東　京 大田区 *
181 0033216 近藤 浩道 相模原 スキークラブ・カメ
182 0998465 轟 一弥 長　野 長野市スキークラブ *
183 0108041 二ノ宮 岳 相模原 スキークラブ・カメ
184 7900012 西田 裕二 埼　玉 所沢市 *

マスターズ・男子４５歳以上
185 0876313 遠藤 仁 横　浜 三菱重工スキー山岳部
186 7900008 三口 晃弘 石　川 大阪ワンパーパス *
187 1029111 岡田 良一 横　浜 K-Power
188 0090698 澤田 健 東　京 ﾃﾞｨﾌﾟｽｽｷｰｸﾗﾌﾞ *

マスターズ・男子４０歳以上
189 0927101 荒井 康輔 埼　玉 ＡＲＣ *
190 0929779 志賀 悟史 埼　玉 ＡＲＣ *
191 0105475 藤原 敏行 千　葉 ＪＲ千葉 *

オープン・成年女子
192 1009804 野上 千尋 東　京 学習院女子中等科

オープン・成年男子
193 1004794 辻 直哉 東　京 桐朋高校スキー部
194 7900005 高峰 康 東　京 チーム椎名町
195 1010381 黒澤 葵 静　岡 御殿場市
196 7900004 高峰 悠 東　京 チーム椎名町
197 0986016 大橋 幸平 愛　知 姫路レーシング

ポイント・女子総合（ユースＫ２／ジュニア／成年Ｃ／成年Ｂ／成年Ａ）
198 0963401 瀬戸山 愛 高体連 相模女子大高校
199 0996872 渡辺 亜弥乃 高体連 白鵬女子高校
200 3019129 林田 優希 神奈川 横浜雙葉中学校
201 1007282 田口 真帆 神奈川 日本大学鶴ケ丘高校
202 0998310 宇井 みのり 厚　木 厚木スキークラブ
203 1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会
204 1011732 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマン
205 7910005 日留川 緑 神奈川 川崎市
206 1009801 島田 リリア 逗　子 ショーナンキッズ
207 1005177 田中 麗奈 逗　子 ショーナンキッズ
208 7910006 小島 恵菜 埼　玉 越谷市
209 1010243 瀬戸山 実咲 逗　子 ショーナンキッズ
210 1032745 小要 かれん 東　京 中央区 *
211 1013330 森 きなり 逗　子 ショーナンキッズ
212 0302251 福井 利菜 逗　子 ショーナンキッズ
213 1005175 滝内 瑠彩 東　京 東京都中体連
214 1005176 田中 彩貴 逗　子 ショーナンキッズ
215 0999942 鈴木 菜々子 東　京 成城学園高校 *
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ｽﾀｰﾄ 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

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

ポイント・男子総合（ユースＫ２／ジュニア／成年Ｄ／成年Ｃ／成年Ｂ／成年Ａ）
216 0023026 河口 紘太朗 横　浜 K-LINE SKI CLUB
217 0989391 滝田 海晴 高体連 光陵高校
218 0098540 槻橋 正峰 秦　野 日立ESDスキークラブ
219 0995796 脇谷 柊司 神奈川 川崎市
220 3018944 戸祭 修平 神奈川 川崎市
221 0971082 新海 佑真 高体連 法政第二高校
222 0893308 青柳 孝行 横　浜 横浜スベロー会
223 0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
224 1012043 世良 雄一郎 川　崎 MOTION
225 0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ
226 0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンスキークラブ
227 1011731 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマン
228 0946702 小泉 奏一郎 横　浜 横浜スベロー会
229 0082386 川村 剛 藤　沢 シルバースパークＲＣ
230 0495262 北條 聖典 相模原 エクセルスキークラブ
231 0700011 日留川 領介 神奈川 石井スポーツＳＣ
232 1011317 坂本 良太 横　浜 K-Power
233 0998575 石川 颯真 横須賀 横須賀雪友クラブ
234 0889275 田中 公文 逗　子 ショーナンキッズ
235 0986363 岡村 一彦 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
236 1020668 川嶋 一誠 横　浜 K-LINE SKI CLUB
237 0149574 北寒寺 暁 藤　沢 いすゞ藤沢
238 0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣ玉川スキー部
239 0103779 唐澤 公岳 小田原 アールベルグＳＣ
240 1021526 堀江 宥豪 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
241 0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ
242 0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所ＳＣ
243 1010860 正西 賢将 中体連 桐蔭学園中学
244 1026329 栂野 僚 横　浜 慶應ラシャールＳＣ
245 0914372 鈴木 秀則 藤　沢 シルバースパークＲＣ
246 1003824 松原 健 中体連 桐蔭中教中学
247 1012038 遠藤 知孝 川　崎 富士通スキー部
248 0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車NTCｽｷｰｸﾗﾌﾞ
249 1002298 岡本 典之 逗　子 ショーナンキッズ
250 0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部
251 0040009 香川 慎一郎 横　浜 ユーベルスキークラブ
252 1010855 髙岡 雄一郎 中体連 桐光学園中学
253 1021072 岡本 拓巳 中体連 桐蔭中教中学
254 0957497 二ノ宮 陸 高体連 相模原総合高校
255 1004795 春田 悠貴 東　京 桐朋高校 *
256 0700010 阿良田 康浩 東　京 足立区
257 0700012 本宮 達也 神奈川 横浜市
258 0989600 稲葉 健一郎 神奈川 横浜市 *
259 7900017 秋山 航一 東　京 三鷹市 *
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