
第５回 神奈川県･千葉県スキー技術選手権大会   
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  準　決　勝  種  目  別  成  績  表 

男子【              】

順位ビブ 名前 資格 県 所属クラブ 得点

準決勝大回り急斜面ナチュラルフリー

1200 佐藤 拓也 指導員 神奈川 平塚スキー 262

2319 武田 真樹 準指導員 神奈川 ド・ネージュ 260

3236 平井 良司 千葉 船橋ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 259

48 中村 浩章 準指導員 神奈川 シーフェルスキー 258

447 佐々木 一哲 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 258

4166 畠中 伸治 千葉 船橋ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 258

784 尾花 研 準指導員 神奈川 東洋英和スキー 257

7164 翠川 和也 指導員 神奈川 まつりスキー 257

948 小林 伊芙樹 1級 神奈川 シーサイドスキー 256

9147 三星 雄大 1級 神奈川 雪浜スキー 256

9217 工藤 英朋 指導員 神奈川 ド・ネージュ 256

9233 鶴井 靖之 千葉 あとりえS雪山滑降部隊 256

139 佐藤 亨 千葉 東京理科大BLITZ 255

13201 竹内 正臣 千葉 市原ｳｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 255

13240 谷川 聡郎 指導員 神奈川 シーサイドスキー 255

13249 西 高志 クラウン 神奈川 慶大スキッピースキー 255

1714 加藤 望 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 253

17312 岩田 大輔 千葉 あとりえS雪山滑降部隊 253

1928 辻川 比呂斗 千葉 順雪会スキークラブ 252

1996 大久保 辰夫 千葉 ﾖｼｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ 252

19118 沼上 一浩 クラウン 神奈川 まつりスキー 252

19136 橋口 泰一 千葉 DHLｽｷｰｸﾗﾌﾞ 252

19243 井ノ下 明史 準指導員 神奈川 パナソニック横浜スキー 252
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  準　決　勝  種  目  別  成  績  表 

男子【              】

順位ビブ 名前 資格 県 所属クラブ 得点

準決勝小回り中急斜面不整地フリー

1233 鶴井 靖之 千葉 あとりえS雪山滑降部隊 258

1319 武田 真樹 準指導員 神奈川 ド・ネージュ 258

38 中村 浩章 準指導員 神奈川 シーフェルスキー 257

3200 佐藤 拓也 指導員 神奈川 平塚スキー 257

5164 翠川 和也 指導員 神奈川 まつりスキー 256

6201 竹内 正臣 千葉 市原ｳｲﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 255

79 佐藤 亨 千葉 東京理科大BLITZ 253

725 伊藤 大 千葉 DHLｽｷｰｸﾗﾌﾞ 253

921 松岡 賢 千葉 千葉商大ｽｷｰ部 252

928 辻川 比呂斗 千葉 順雪会スキークラブ 252

9118 沼上 一浩 クラウン 神奈川 まつりスキー 252

12147 三星 雄大 1級 神奈川 雪浜スキー 251

12236 平井 良司 千葉 船橋ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 251

12240 谷川 聡郎 指導員 神奈川 シーサイドスキー 251

12257 石濱 慎司 指導員 神奈川 シーサイドスキー 251

12288 須藤 公貴 千葉 ぴゅあｽｷｰｸﾗﾌﾞ 251

1747 佐々木 一哲 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 250

17136 橋口 泰一 千葉 DHLｽｷｰｸﾗﾌﾞ 250

17299 神山 良平 指導員 神奈川 ｂ－ｆｏｒｃｅ 250

202 永田 憲市郎 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 249

2084 尾花 研 準指導員 神奈川 東洋英和スキー 249

20226 原澤 壮 千葉 東京理科大BLITZ 249
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  準　決　勝  種  目  別  成  績  表 

男子【              】

順位ビブ 名前 資格 県 所属クラブ 得点

準決勝総合滑降総合斜面ナチュラルフリー

1200 佐藤 拓也 指導員 神奈川 平塚スキー 261

2164 翠川 和也 指導員 神奈川 まつりスキー 259

3233 鶴井 靖之 千葉 あとりえS雪山滑降部隊 258

3319 武田 真樹 準指導員 神奈川 ド・ネージュ 258

59 佐藤 亨 千葉 東京理科大BLITZ 257

68 中村 浩章 準指導員 神奈川 シーフェルスキー 256

684 尾花 研 準指導員 神奈川 東洋英和スキー 256

6147 三星 雄大 1級 神奈川 雪浜スキー 256

6236 平井 良司 千葉 船橋ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 256

10118 沼上 一浩 クラウン 神奈川 まつりスキー 255

10162 加賀 義人 指導員 神奈川 ＭＯＴＩＯＮ 255

10198 岩崎 羚 千葉 ｼﾞｬｸﾌﾛｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 255

132 永田 憲市郎 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 254

1328 辻川 比呂斗 千葉 順雪会スキークラブ 254

1347 佐々木 一哲 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 254

13125 松田 宏規 千葉 ｴﾀﾆﾃｨｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 254

13217 工藤 英朋 指導員 神奈川 ド・ネージュ 254

13240 谷川 聡郎 指導員 神奈川 シーサイドスキー 254

13257 石濱 慎司 指導員 神奈川 シーサイドスキー 254

20152 中丸 洋二 準指導員 神奈川 ジャンボスキー 253

20166 畠中 伸治 千葉 船橋ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 253

20299 神山 良平 指導員 神奈川 ｂ－ｆｏｒｃｅ 253
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  準　決　勝  種  目  別  成  績  表 

女子【              】

順位ビブ 名前 資格 県 所属クラブ 得点

準決勝大回り急斜面ナチュラルフリー

1501 佐伯 育美 準指導員 神奈川 エキスパートスキー 253

1556 進藤 幸恵 千葉 柏市ｽｷｰ連盟 253

3564 松本 亜希子 千葉 柏市ｽｷｰ連盟 252

4547 本田 万里子 1級 神奈川 シーフェルスキー 250

4553 原 織 クラウン 神奈川 ハマスキー 250

6514 武井 智栄 指導員 神奈川 ビッグクラウドスキー 249

6546 廣田 牧子 千葉 ぴゅあｽｷｰｸﾗﾌﾞ 249

6560 高濱 充貴 千葉 ｼﾞｬｸﾌﾛｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 249
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  準　決　勝  種  目  別  成  績  表 

女子【              】

順位ビブ 名前 資格 県 所属クラブ 得点

準決勝小回り中急斜面不整地フリー

1556 進藤 幸恵 千葉 柏市ｽｷｰ連盟 250

2517 高島 亜也子 準指導員 神奈川 湘南スキー 246

2547 本田 万里子 1級 神奈川 シーフェルスキー 246

4522 門倉 雅美 準指導員 神奈川 厚木スキー 245

5524 吉野 繭子 千葉 ぴゅあｽｷｰｸﾗﾌﾞ 244

6514 武井 智栄 指導員 神奈川 ビッグクラウドスキー 242

6531 手塚 雅世 準指導員 神奈川 シーサイドスキー 242

6543 猪村 万里子 神奈川 ド・ネージュ 242

6548 佐藤 加奈子 1級 神奈川 ケンウッドスキー 242

6565 東 香織 準指導員 神奈川 スノーバード 242
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  準　決　勝  種  目  別  成  績  表 

女子【              】

順位ビブ 名前 資格 県 所属クラブ 得点

準決勝総合滑降総合斜面ナチュラルフリー

1556 進藤 幸恵 千葉 柏市ｽｷｰ連盟 257

2553 原 織 クラウン 神奈川 ハマスキー 255

3560 高濱 充貴 千葉 ｼﾞｬｸﾌﾛｽﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ 254

4501 佐伯 育美 準指導員 神奈川 エキスパートスキー 252

5505 黒沼 亜美 指導員 神奈川 雪朋スキー 251

5514 武井 智栄 指導員 神奈川 ビッグクラウドスキー 251

5548 佐藤 加奈子 1級 神奈川 ケンウッドスキー 251


