
第２１回チャレンジカップ 第１戦 鹿沢大会・大回転 エントリーリスト
※クラス順SAJ No.順（スタートリストではありません） 2022年12月16日

○オープンクラス

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

0000000 山口 留波 横　浜 バディスポーツ幼児園 未就学

0000000 有路 紬希 横　浜 桐蔭学園小学校 キッズ(A)

1040718 松田 菜々子 横　浜 K-power キッズ(A)

1050312 風間 心晴 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズ(A)

1031467 田中 月乃 横　浜 BURST YOKOHAMA キッズ(B)

1011321 新海 理帆 横　浜 K-power ユースK1

1039449 佐野 志帆子 逗　子 ショーナンキッズ ユースK1

1050075 川嶋 彩恵 横　浜 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ ユースK1

0122490 柳島 理佐子 東　京 新宿スキークラブ OP成年女子

0986924 棚橋 和奏 名古屋 リベルタSC OP成年女子

03025798 稲熊 日向子 桑　名 リベルタSC OP成年女子

0000000 岡本 潤 横　浜 バランスアップ キッズ(A)

1040720 石垣 吉康 大  和 USR キッズ(A)

1040721 小柏 孝太 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズ(A)

1050313 新谷 友悠 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズ(A)

1050314 山岡 暉 横　浜 BURST-YOKOHAMA キッズ(A)

0000000 石田 隼勢 川　崎 個人 キッズ(B)

1012033 福田 蓮登 東　京 カンダハートライブレーシング キッズ(B)

1007407 恩田 千瑛 相模原 SCカメ キッズ(B)

1036478 西岡 虎以 横　浜 K-Power キッズ(B)

0000000 吉田 拓真 藤　沢 横浜国立大学附属鎌倉小学校 ユースK1

0000000 滝内 朔久 東　京 祖師谷小学校 ユースK1

1005128 田中 遼介 川　崎 K-power ユースK1

1011320 山口 礼滝 横　浜 K-power ユースK1

0000000 大森 雄介 山　梨 個人 オープン成年男子

0000000 難波 崇 東　京 個人 オープン成年男子

0000000 星 弘 東　京 慶應義塾大学ラ・シャール オープン成年男子

0077653 青木 栄太 千　葉 ピティ ースキークラブ オープン成年男子

0984323 赤池 翼 山　梨 SYレーシング オープン成年男子

3020409 福岡 留圭 三浦 関東学院六浦高等学校 オープン成年男子

03020809 吉澤 佳祐 東　京 慶應義塾大学ラ・シャール オープン成年男子

○マスターズ

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

0074940 星田 慶子 東　京 チームイーグル 女子80歳以上

0935085 谷 寿子 東　京 三田ディモンズ 女子75歳以上

0929089 桶谷 牧子 大　阪 雪花菜 女子70歳以上

0014409 伊藤 康代 東　京 maximum 女子65歳以上

0094604 中村 章子 大　阪 OSAKA ONE PURPOSE 女子60歳以上

0083735 貝森 智栄 横　浜 ＳＥＩスキークラブ 女子50歳以上

0134999 杉下 千明 埼　玉 ボッシュスキー部 女子45歳以上

0934755 萩野 真由子 東　京 個人 女子40歳以上

0054505 山田 修 東　京 三田ディモンズクラブ 男子75歳以上

0891320 谷 善樹 東　京 三田ディモンズクラブ 男子75歳以上

0915887 吉田 治彦 東　京 三田ディモンズクラブ 男子75歳以上



0014409 伊藤 裕行 東　京 maximum 男子70歳以上

0021362 桶谷 政博 大　阪 雪花菜 男子70歳以上

0043372 高澤 一二 小田原 アールベルグスキークラブ 男子70歳以上

0050906 三浦 一秋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎 男子70歳以上

0059587 秋葉 敬治 大　阪 OSAKA ONE PURPOSE 男子70歳以上

0143861 大谷 実 新　潟 個人 男子70歳以上

0873661 綿貫 幸男 横　浜 横浜スポーツマンクラブ 男子70歳以上

0955630 井上 健史 相模原 相雪スキー倶楽部 男子70歳以上

0999865 塩原 明之 東　京 練馬区スキー協会 男子70歳以上

0999978 田屋 惠唯 横　浜 K-POWER 男子70歳以上

0046984 佐藤 弘之 鎌　倉 三菱電機鎌倉スキークラブ 男子65歳以上

0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所スキークラブ 男子65歳以上

0097070 長崎 正幸 小田原 アールベルグスキークラブ 男子65歳以上

0983001 高橋 昌也 東　京 東京スポーツマンクラブ 男子65歳以上

09533923 平澤 俊充 長　野 スワンスキークラブ 男子65歳以上

0000000 高野 秀明 長　野 個人 男子60歳以上

0000000 石島 芳則 藤　沢 SRC湘南 男子60歳以上

0030102 橘川 康宏 川　崎 リーベンスキークラブ 男子60歳以上

0062631 小谷 領人 兵　庫 新宮SC 男子60歳以上

0075597 清水 昭人 横　浜 クラブ・ワン 男子60歳以上

0111089 飯塚 哲聡 横　浜 横浜市立中学校スキークラブ 男子60歳以上

0445225 梶田 素光 愛　知 アポプレキシアST 男子60歳以上

0889254 半田 明 鎌　倉 三菱電機鎌倉スキークラブ 男子60歳以上

0952023 蓑崎 永一 千　葉 パルレーシングスキークラブ 男子60歳以上

0952766 相原 美之 川　崎 ＮＥＣﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑｽﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男子60歳以上

1003444 岩崎 繁嗣 大　阪 雪花菜 男子60歳以上

1011729 加藤 順一 横　浜 横浜スポーツマンクラブ 男子60歳以上

1043541 井上 信行 千　葉 カンダハースキートライブ 男子60歳以上

0000000 西田 裕二 埼　玉 個人 男子55歳以上

0023987 貝森 善春 横　浜 ＳＥＩスキークラブ 男子55歳以上

0103779 唐澤 公岳 小田原 アールベルグスキークラブ 男子55歳以上

0700003 新穂 浩士 横　浜 横浜スベロー会 男子55歳以上

0903852 沼田 雅人 大　和 スキークラブどんぐり 男子55歳以上

0904690 蒲谷 稔 横　浜 横浜スキークラブ 男子55歳以上

0944704 石川 忠良 東　京 東京スポーツマン 男子55歳以上

0965189 西山 厚 平　塚 平塚スキークラブ 男子55歳以上

0969753 谷口 寿保　 東　京 東京スポーツマンクラブ 男子55歳以上

1028350 岡田 和弘 藤　沢 藤沢スキークラブ 男子55歳以上

0000000 小田切 毅 横　浜 個人 男子50歳以上

0000000 鈴木 浩 相模原 三菱重工相製スキー部 男子50歳以上

018994 奥山 徹 山　梨 個人 男子50歳以上

0041233 高橋 進一郎 相模原 三菱重工相製スキー部 男子50歳以上

0059113 酒井 禎之 千　葉 ピテイスキークラブ 男子50歳以上

0916403 熊谷 耕ニ 横　浜 ケンウッドスキークラブ 男子50歳以上

0998465 轟 一弥 東　京 長野市スキークラブ 男子50歳以上

1003082 野沢 厚志 川　崎 川崎スキークラブ 男子50歳以上

1024076 太田 亮久 長　野 御代田ＳＣ 男子50歳以上

0000000 原口 暁輔 埼　玉 成城スキークラブ 男子45歳以上

0000000 三浦 崇二郎 横　浜 横浜スベロー会 男子45歳以上

0090698 澤田 健 東　京 ディップススキークラブ 男子45歳以上



0929779 志賀 悟史 千　葉 ARC 男子45歳以上

1029111 岡田 良一 横　浜 K-POWER 男子45歳以上

0927101 荒井 康輔 埼　玉 ARC 男子40歳以上

○ポイント

競技者コード 氏名 協会 所属 クラス

0000000 喜地 真鈴 中体連 東京都市大学等々力中学校 ユース（K2)

1033113 仁杉 文香 東　京 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039352 堀	 瑞起 東　京 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039367 石黒 俐良 東　京 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039391 大久保 花香 東　京 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039394 原口	 璃音 東　京 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039395 岡﨑 香歩 東　京 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1044460 黒木 美有 東　京 カンダハートライブレーシング ユース（K2)

1005176 田中 彩貴 高体連 個人 ジュニア

1005177 田中 麗奈 高体連 個人 ジュニア

1013330 森 きなり 横　浜 日本大学鶴ヶ丘高校 ジュニア

1020820 野澤 由紀子 東　京 成城学園（東京都高体連） ジュニア

1021389 井上 和奏 横　浜 横浜スベロー会 ジュニア

03021900 稲垣 海咲 東　京 日大鶴ヶ丘高校 ジュニア

1011732 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマンクラブ 成年女子　C

0000000 小田切 漱佑 高体連 ACS international ユース（K2)

0998575 石川 颯真 高体連 高体連スキー部Ａ ユース（K2)

1013295 橘 悠真 高体連 横浜ペガサスＳＣ ユース（K2)

1033111 細田 璃人 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039364 山田 真寛 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039365 横田 穣太朗 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039368 藤本 英 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039392 郷 晴成 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1039393 薩川 将 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1042949 董 文道 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1049746 佐藤 将信 高体連 成城学園（東京都中体連） ユース（K2)

1050338 岡本 昂己 逗　子 ショーナン・キッズ ユース（K2)

00000000 岡本 拓巳 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

0991843 皆川 真潤 高体連 成城学園（東京都高体連） ジュニア

0999899 磯田 雄大 高体連 個　人 ジュニア

1004786 新井 優太郎 高体連 成城学園（東京都高体連） ジュニア

1004787 笈川 悠 高体連 成城学園（東京都高体連） ジュニア

1004790 守屋 澄加 高体連 成城学園（東京都高体連） ジュニア

1021073 岩本 典之 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

1021075 石井 幸輝 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

1021102 青木 寛司 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

1021107 中村 拓真 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

1033119 山本 恵太 高体連 成城学園（東京都高体連） ジュニア

1035932 塚田 悠生 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

03020757 松原 健 高体連 高体連スキー部Ａ ジュニア

0000000 内海 千春 兵　庫 個人 成年男子　D

018607 遠藤 知孝 川　崎 個人 成年男子　D

0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽｷｰ部 成年男子　D

0061030 小黒 龍児 藤　沢 いすゞ藤沢スキー部 成年男子　D



0070448 森下 幸司 川　崎 いすゞ川崎スキー部 成年男子　D

0087907 大山 一浩 秦　野 日立ＥＳＤスキークラブ 成年男子　D

0889275 田中 公文 逗　子 ショーナン・キッズ 成年男子　D

0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部 成年男子　D

0986363 岡村 一彦 厚　木 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽｷｰ部 成年男子　D

0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽｷｰ部 成年男子　D

1011731 毛利 智樹 横　浜 横浜スポーツマンクラブ 成年男子　D

0000000 喜多 敦 横　浜 個人 成年男子　C

0000000 本宮 達也 横　浜 個人 成年男子　C

0023026 河口 紘太朗 横　浜 K-LINE SKI CLUB 成年男子　C

0700001 川嶋 克幸 横　浜 篠原ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ 成年男子　C

0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子　C

0923769 石田 俊宏 小田原 神奈川雪友スキークラブ 成年男子　C

0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ 成年男子　C

0971056 西山 春之 川　崎 川崎市役所スキークラブ 成年男子　C

0995754 花岡 正智 東　京 石井スポーツスキークラブ 成年男子　C

1002298 岡本 典之 逗　子 ショーナン・キッズ 成年男子　C

1012043 世良 雄一郎 川　崎 ＭＯＴＩＯＮ 成年男子　C

1021701 三明 拓也 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年男子　C

0000000 一木 拓哉 東　京 港スキー倶楽部 成年男子　B

0000000 戸祭 修平 川　崎 ICIスキークラブ 成年男子　B

0475177 植竹 令 栃　木 シャロームSC 成年男子　B

0700014 松澤 隼人 藤　沢 藤沢スキークラブ 成年男子　B

1050684 阿良田 康浩 横　浜 個人 成年男子　B

0000000 西原 駿介 藤　沢 個人 成年男子　A

0952799 朝山 慈之 川　崎 ＺＥＲＯ．１　ＪＲ 成年男子　A

1026329 栂野 僚 横　浜 慶應大学ラシャールSC 成年男子　A




