
マスターズ男子

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

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%
ホモロゲーションNo. SAJ30-SL-02/12

１本目
コースセッター 平賀 淳人 [SAK]

旗門数 35(34) スタート時間 9:00

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

55 0915887 吉田 治彦 東京都 三田デイモンズ
56 0891320 谷 善樹 東京都 三田ディモンズ
57 0054505 山田 修 東京都 三田ディモンズクラブ
58 0955630 井上 健史 相模原 相雪スキー倶楽部
59 0873661 綿貫 幸男 横浜市 横浜スポーツマンクラ
60 0143861 大谷 実 その他 新潟県
61 0050906 三浦 一秋 茅ヶ崎 スキーチーム茅ヶ崎
62 0021362 桶谷 政博 その他 雪花菜
63 0014409 伊藤 裕行 東京都 maximum
64 0043372 高澤 一二 小田原 アールベルグスキーク
65 0999978 田屋 惠唯 横浜市 K-POWER
66 0059587 秋葉 敬治 千葉県 OSAKA ONE PURPOSE 
67 0999865 塩原 明之 東京都 練馬区スキー協会
68 1003444 岩崎 繁嗣 その他 雪花菜
69 0049081 齋藤 和雄 相模原 相模原市役所スキーク
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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

70 0097070 長崎 正幸 小田原 アールベルグスキーク
71 09533923 平澤 俊充 その他 スワンスキークラブ
72 0046984 佐藤 弘之 鎌倉市 三菱電機鎌倉スキーク
73 0983001 高橋 昌也 東京都 東京スポーツマンクラ
74 0000000 石島 芳則 SRC湘南
75 0952766 相原 美之 川崎市 ＮＥＣプラットホーム
76 0062631 小谷 領人 その他 新宮SC
77 0952023 蓑崎 永一 千葉県 パルレーシングスキー
78 0889254 半田 明 鎌倉市 三菱電機鎌倉スキーク
79 0030102 橘川 康宏 川崎市 リーベンスキークラブ
80 0075597 清水 昭人 横浜市 クラブ・ワン
81 1043541 井上 信行 東京都 カンダハースキートラ
82 0445225 梶田 素光 その他 アポプレキシアST
83 1011729 加藤 順一 横浜市 横浜スポーツマンクラ
84 0111089 飯塚 哲聡 横浜市 横浜市立中学校スキー
85 0000000 高野 秀明 個人
86 0903852 沼田 雅人 大和市 スキークラブどんぐり
87 0103779 唐澤 公岳 小田原 アールベルグスキーク
88 0700003 新穂 浩士 横浜市 横浜スベロー会
89 0969753 谷口 寿保　 東京都 東京スポーツマンクラ
90 0965189 西山 厚 平塚市 平塚スキークラブ
91 0944704 石川 忠良 東京都 東京スポーツマン
92 0000000 西田 裕二 個人
93 0023987 貝森 善春 横浜市 ＳＥＩスキークラブ
94 0059113 酒井 禎之 千葉県 ピテイスキークラブ
95 0000000 鈴木 浩 相模原 三菱重工相製スキー部
96 0041233 高橋 進一郎 相模原 三菱重工相製スキー部
97 0998465 轟 一弥 その他 長野市スキークラブ
98 0000000 小田切 毅 個人
99 018994 奥山 徹 その他 個人

100 1003082 野沢 厚志 川崎市 川崎スキークラブ
101 0916403 熊谷 耕ニ 横浜市 ケンウッドスキークラ
102 1024076 太田 亮久 その他 御代田ＳＣ
103 1029111 岡田 良一 横浜市 K-POWER
104 0090698 澤田 健 東京都 ディップススキークラ
105 0000000 三浦 崇二郎 横浜市 横浜スベロー会
106 0000000 原口 暁輔 東京都 成城スキークラブ
107 0929779 志賀 悟史 埼玉県 ARC
108 0927101 荒井 康輔 埼玉県 ARC
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