
第２３回高峰スキー技術選大会　Supportd by SHINANO

シニアクラス　女子　1班 シニアクラス　男子　3班

Group Bib Name Name Team Group Bib Name Name Team

① 1 小西 潤子 コニシ ジュンコ チームああ勘違い ③ 51 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 山梨スキー研究

① 2 小池 晴美 コイケ ハルミ ちーむアサマ ③ 52 山本 均 ヤマモト ヒトシ チーム北陸人材ネット

① 3 松﨑 奈津子 マツザキ ナツコ ATF SNOW LABEL ③ 53 加藤 澄夫 カトウ スミオ 群馬の青い彗星

① 4 須賀 和恵 スガ カズエ ③ 54 猪野 治郎 イノ ジロウ

③ 55 山本 五十七 ヤマモト イソシチ

オープンクラス　女子　2班 ③ 56 中島 康裕 ナカジマ ヤスヒロ

Group Bib Name Name Team ③ 57 春日 一徳 カスカ カズノリ 虎ノ門スキー道場

② 11 蓮沼 優子 ハスヌマ ユウコ ③ 58 小西 正宣 コニシ マサノブ チームああ勘違い

② 12 新谷 奈津子 ニイヤ ナツコ ING ③ 59 長谷川 徳雄 ハセガワ ノリオ

② 13 鈴木 さくら スズキ サクラ ③ 60 富田 真彦 トミタ マサヒコ 虎ノ門スキークラブ

② 14 野地 加寿子 ノヂ カズコ チームアトキチ ③ 61 高山 誠 タカヤマ セイ ちーむアサマ

② 15 石田 貴子 イシダ タカコ チームアトキチ ③ 62 肥田 武男 ヒダ タケオ ちーむアサマ

② 16 二宮 郁純 ニノミヤ カスミ 沼の動物園 ③ 63 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ DLWH（ディ・エル・ベー・ハー

② 17 野下 ちはる ノシタ チハル ヴィンテージスキークラブ ③ 64 大屋 直之 オオヤ ナオユキ 鴻巣GSC(爺さんクラブ)

② 18 國平 千恵子 クニヒラ チエコ Hey's ③ 65 近藤 孝博 コンドウ タカヒロ SKI  TEAM  SHANK

② 19 河合 レナ カワイ レナ チームGメス ③ 66 鈴木 孝一 スズキ コウイチ

② 20 松﨑 桃子 マツザキ モモコ ATF SNOW LABEL ③ 67 渡邊 善眞 ワタナベ ヨシミチ

② 21 長谷川 碧 ハセガワ ミドリ ATF SNOW LABEL ③ 68 原嶋 岳史 ハラシマ タケシ ちーむゼロ

② 22 宮城 由紀 ミヤギ ユキ よってぃゆってぃ ③ 69 今村 洋史 イマムラ ヒロシ

② 23 酒井 唯華 サカイ ユイカ 信州大学基礎スキー部 ③ 70 松坂 政仁 マツサカ マサヒト

② 24 河路 葉月 カワジ ハヅキ ③ 71 藤田 健司 フジタ ケンジ

② 25 大場 芽依 オオバ メイ ③ 72 林 昭三 ハヤシ ショウゾウ

② 26 田中 まゆ タナカ マユ ③ 73 牛尾 知弘 ウシオ トモヒロ ちーむアサマ

② 27 寺井 咲 テライ サキ ③ 74 大井 良文 オオイ ヨシフミ ちーむアサマ

② 28 梅沢 真子 ウメザワ マコ まこ&#9825;LOVERS ③ 75 山本 智幸 ヤマモト トモユキ

② 29 山田 萌海 ヤマダ モエミ Glacier Ski Team ③ 76 高柳 公康 タカヤナギ キミヤス A･T･F SNOW LABEL

② 30 大場 彩友 オオバ アユ 湯の丸スキークラブ ③ 77 永井 昭義 ナガイ アキヨシ チーム苗場

② 31 佐久間 悠 サクマ ハルカ ③ 78 宮城 良成 ミヤギ ヨシナリ よってぃゆってぃ

② 32 中野 佐保里 ナカノ サオリ チームぐるりんちょスキー ③ 79 内村 昇 ウチムラ ノボル

③ 80 服部 英一 ハットリ エイイチ 与野スキークラブ

③ 81 山田 貢久 ヤマダ ミツヒサ 与野スキークラブ

③ 82 黒岩 一彦 クロイワ カズヒコ

③ 83 宮部 浩司 ミヤベ コウジ

③ 84 梅沢 宏彰 ウメザワ ヒロアキ まこ&#9825;LOVERS

③ 85 柴垣 高志 　シバガキ タカシ ＴＲＢ

③ 86 一本鎗 忠典 イッポンヤリ タダノリ

③ 87 中野 善光 ナカノ ヨシミツ チームぐるりんちょスキー

2023年3月19日（日）午前9：00　大回り（整地・中級斜面）      DIVING 
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第２３回高峰スキー技術選大会　Supportd by SHINANO

オープンクラス　男子　4班 オープンクラス　男子　5班

Group Bib Name Name Team Group Bib Name Name Team

④ 101 福田 大剛 フクダ ヒロタカ ⑤ 151 梅田 直樹 ウメダ ナオキ チームGメス

④ 102 Kim SeungWook キム スンウク
teamhorn, bhs, rvl8, cepkorea,
carvekorea, myokosnowsports

⑤ 152 大山 孝昌 オオヤマ タカマサ チームGメス

④ 103 jeong jaecheon チョン ジェチョン ⑤ 153 河合 宏紀 カワイ ヒロノリ チームGメス

④ 104 松井 昭一 マツイ ショウイチ HALスポーツ ⑤ 154 浅井　 厚貴 アサイ アツタカ チームGメス

④ 105 森川 晴光 モリカワ ハルミツ ピカチュウ ⑤ 155 吉澤 裕康 ヨシザワ ヒロヤス チームGメス

④ 106 宮澤 真一 ミヤザワ シンイチ ⑤ 156 高杉 豪 タカスギ ゴウ チームGメス

④ 107 森田 啓介 モリタ ケイスケ ⑤ 157 長尾 祐太朗 ナガオ ユウタロウ チームGメス

④ 108 元林 功 モトバヤシ イサオ ⑤ 158 柳原 健人 ヤナギハラ ケント チームGメス

④ 109 徐 東星 Ｊｏ Ｈｉｇａｓｈｉ－Ｈｏｓｈｉ ⑤ 159 大森 敬太 オオモリ ケイタ チームGメス

④ 110 守谷 文嘉 モリヤ フミヨシ 横尾自動車 ⑤ 160 近藤 賢一 コンドウ ケンイチ チームGメス

④ 111 横谷 友亮 ヨコヤ ユウスケ スキーチームZERO ⑤ 161 渡辺 亮 ワタナベ マコト

④ 112 三井 陽介 ミツイ ヨウスケ ⑤ 162 宮下 孝介 ミヤシタ コウスケ ちーむアサマ

④ 113 中元 太地 ナカモト タイチ ⑤ 163 佐々木 章夫 ササキ フミオ TEAM CHF

④ 114 沼澤 雄哉 ヌマザワ ユウヤ ⑤ 164 加藤 康宏 カトウ ヤスヒロ チーム マッスル

④ 115 髙橋 一成 タカハシ カズナリ ⑤ 165 石澤 圭 イシザワ ケイ 信州大学基礎スキー部

④ 116 村田 憲彦 ムラタ カズヒコ ⑤ 166 山谷 高広 ヤマタニ タカヒロ ちーむアサマ

④ 117 藤田 和浩 フジタ カズヒロ ⑤ 167 上野 新太 上野 アラタ JA中野市スキーski

④ 118 原口 裕樹 ハラグチ ユウキ ING ⑤ 168 本多 純 ホンダ マコト 石井スポーツスキークラブ

④ 119 加藤 一郎 カトウ イチロウ ING ⑤ 169 竹内 清隆 タケウチ キヨタカ

④ 120 清水 智成 シミズ トモナリ ⑤ 170 木村 謙佑 キムラ ケンユウ チームGメス

④ 121 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ SKIOO SKI TEAM ⑤ 171 一木 拓哉 イチギ タクヤ BODYFIRST

④ 122 紺田 明宣 コンダ アキノブ ⑤ 172 齋藤 快成 サイトウ カイセイ

④ 123 山崎 幹夫 ヤマザキ ミキオ TJMスキーちゃんねる ⑤ 173 小林 泰智 コバヤシ タイチ

④ 124 中村 智輝 ナカムラ トモキ ⑤ 174 松本 優 マツモト ユタカ

④ 125 平井 一規 ヒライ カズキ ふくしまスキークラブ ⑤ 175 島村 陽一 シマムラ ヨウイチ

④ 126 宮崎 純也 ミヤザキ ジュンヤ ちーむアサマ ⑤ 176 加藤 翔 カトウ ショウ チーム佐久市民

④ 127 望月 正裕 モチヅキ マサヒロ ちーむアサマ ⑤ 177 半田 陽大 ハンダ ヨウタ S高校スキー班

④ 128 青木 和裕 アオキ カズヒロ ちーむアサマ ⑤ 178 高杉 雄 タカスギ タケル

④ 129 湯本 哲夫 ユモト テツオ ⑤ 179 土屋 雄大 ツチヤ ユウダイ

④ 130 冨澤 淳志 トミザワ アツシ ⑤ 180 小山 純平 オヤマ ジュンペイ

④ 131 小川 優輝 オガワ ユウキ チームスカイ ⑤ 181 廣澤 翔太 ヒロサワ ショウタ ビッグクラウドスキークラブ

④ 132 渡辺 英樹 ワタナベ ヒデキ ちーむアサマ ⑤ 182 長岡 政康 ナガオカ マサヤス

④ 133 菅野 智祥 カンノ トモアキ ⑤ 183 片山 聡 カタヤマ サトル

④ 134 藤田 孝裕 フジタ タカヒロ ちーむアサマ ⑤ 184 笹尾 優介 ササオ ユウスケ KSS

④ 135 平澤 雄太 ヒラサワ ユウタ ⑤ 185 立石 紘樹 タテイシ ヒロキ

④ 136 松井 颯之介 マツイ リュウノスケ ちーむアサマ ⑤ 186 福井 公哉 フクイ キミヤ

④ 137 有木 真矢 アリキ マサヤ スキーチームゼロ ⑤ 187 井上 耕作 イノウエ コウサク まこ&#9825;LOVERS

④ 138 青木 昌泰 アオキ マサヤス ⑤ 188 久禮 俊晃 クレ トシミツ 平塚スキークラブ

④ 139 尾花 淳 オバナ ジュン ⑤ 189 荒谷 伶音 アラヤ レオン まこ&#9825;lovers

④ 140 瀬尾 雷太 セオ ライタ ⑤ 190 永井 奎吾 ナガイ ケイゴ

④ 141 瀧日 駿 タキヒ シュン SHIMANO ⑤ 191 中村 太亮 ナカムラ タイスケ

④ 142 島 武志 シマ タケシ SHIMANO ⑤ 192 小林　 正紀 コバヤシ マサキ

④ 143 和泉 憲佳 イズミ ノリヨシ SHIMAスキークラブ ⑤ 193 高橋 成明 タカハシ ナリアキ

④ 144 青木 麗雅 アオキ レイガ 住所不定　自称会社役員 ⑤ 194 長泉 泰次郎 ナガイズミ タイジロウ

④ 145 遠藤 亮 エンドウ リョウ 沼の動物園 ⑤ 195 小室 俊介 コムロ シュンスケ チームぐるりんちょスキー

④ 146 小林 尚晴 コバヤシ ヒサハル シゲチャンスキーストゥーディオ

④ 147 松尾 航汰 マツオ コウタ

④ 148 安達 一心 アダチ イッシン 大阪芸術大学

④ 149 藤山 森 フジヤマ シン チームGメス

④ 150 新岡 将希 ニイオカ マサキ チームGメス
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第２３回高峰スキー技術選大会　Supportd by SHINANO

オープンクラス　女子　2班 オープンクラス　男子　4班

Group Bib Name Name Team Group Bib Name Name Team

② 11 蓮沼 優子 ハスヌマ ユウコ ④ 101 福田 大剛 フクダ ヒロタカ

② 12 新谷 奈津子 ニイヤ ナツコ ING ④ 102 Kim SeungWook キム スンウク
teamhorn, bhs, rvl8, cepkorea,
carvekorea, myokosnowsports

② 13 鈴木 さくら スズキ サクラ ④ 103 jeong jaecheon チョン ジェチョン

② 14 野地 加寿子 ノヂ カズコ チームアトキチ ④ 104 松井 昭一 マツイ ショウイチ HALスポーツ

② 15 石田 貴子 イシダ タカコ チームアトキチ ④ 105 森川 晴光 モリカワ ハルミツ ピカチュウ

② 16 二宮 郁純 ニノミヤ カスミ 沼の動物園 ④ 106 宮澤 真一 ミヤザワ シンイチ

② 17 野下 ちはる ノシタ チハル ヴィンテージスキークラブ ④ 107 森田 啓介 モリタ ケイスケ

② 18 國平 千恵子 クニヒラ チエコ Hey's ④ 108 元林 功 モトバヤシ イサオ

② 19 河合 レナ カワイ レナ チームGメス ④ 109 徐 東星 Ｊｏ Ｈｉｇａｓｈｉ－Ｈｏｓｈｉ

② 20 松﨑 桃子 マツザキ モモコ ATF SNOW LABEL ④ 110 守谷 文嘉 モリヤ フミヨシ 横尾自動車

② 21 長谷川 碧 ハセガワ ミドリ ATF SNOW LABEL ④ 111 横谷 友亮 ヨコヤ ユウスケ スキーチームZERO

② 22 宮城 由紀 ミヤギ ユキ よってぃゆってぃ ④ 112 三井 陽介 ミツイ ヨウスケ

② 23 酒井 唯華 サカイ ユイカ 信州大学基礎スキー部 ④ 113 中元 太地 ナカモト タイチ

② 24 河路 葉月 カワジ ハヅキ ④ 114 沼澤 雄哉 ヌマザワ ユウヤ

② 25 大場 芽依 オオバ メイ ④ 115 髙橋 一成 タカハシ カズナリ

② 26 田中 まゆ タナカ マユ ④ 116 村田 憲彦 ムラタ カズヒコ

② 27 寺井 咲 テライ サキ ④ 117 藤田 和浩 フジタ カズヒロ

② 28 梅沢 真子 ウメザワ マコ まこ&#9825;LOVERS ④ 118 原口 裕樹 ハラグチ ユウキ ING

② 29 山田 萌海 ヤマダ モエミ Glacier Ski Team ④ 119 加藤 一郎 カトウ イチロウ ING

② 30 大場 彩友 オオバ アユ 湯の丸スキークラブ ④ 120 清水 智成 シミズ トモナリ

② 31 佐久間 悠 サクマ ハルカ ④ 121 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ SKIOO SKI TEAM

② 32 中野 佐保里 ナカノ サオリ チームぐるりんちょスキー ④ 122 紺田 明宣 コンダ アキノブ

④ 123 山崎 幹夫 ヤマザキ ミキオ TJMスキーちゃんねる

シニアクラス　女子　1班 ④ 124 中村 智輝 ナカムラ トモキ

Group Bib Name Name Team ④ 125 平井 一規 ヒライ カズキ ふくしまスキークラブ

① 1 小西 潤子 コニシ ジュンコ チームああ勘違い ④ 126 宮崎 純也 ミヤザキ ジュンヤ ちーむアサマ

① 2 小池 晴美 コイケ ハルミ ちーむアサマ ④ 127 望月 正裕 モチヅキ マサヒロ ちーむアサマ

① 3 松﨑 奈津子 マツザキ ナツコ ATF SNOW LABEL ④ 128 青木 和裕 アオキ カズヒロ ちーむアサマ

① 4 須賀 和恵 スガ カズエ ④ 129 湯本 哲夫 ユモト テツオ

④ 130 冨澤 淳志 トミザワ アツシ

④ 131 小川 優輝 オガワ ユウキ チームスカイ

④ 132 渡辺 英樹 ワタナベ ヒデキ ちーむアサマ

④ 133 菅野 智祥 カンノ トモアキ

④ 134 藤田 孝裕 フジタ タカヒロ ちーむアサマ

④ 135 平澤 雄太 ヒラサワ ユウタ

④ 136 松井 颯之介 マツイ リュウノスケ ちーむアサマ

④ 137 有木 真矢 アリキ マサヤ スキーチームゼロ

④ 138 青木 昌泰 アオキ マサヤス

④ 139 尾花 淳 オバナ ジュン

④ 140 瀬尾 雷太 セオ ライタ

④ 141 瀧日 駿 タキヒ シュン SHIMANO

④ 142 島 武志 シマ タケシ SHIMANO

④ 143 和泉 憲佳 イズミ ノリヨシ SHIMAスキークラブ

④ 144 青木 麗雅 アオキ レイガ 住所不定　自称会社役員

④ 145 遠藤 亮 エンドウ リョウ 沼の動物園

④ 146 小林 尚晴 コバヤシ ヒサハル シゲチャンスキーストゥーディオ

④ 147 松尾 航汰 マツオ コウタ

④ 148 安達 一心 アダチ イッシン 大阪芸術大学

④ 149 藤山 森 フジヤマ シン チームGメス

④ 150 新岡 将希 ニイオカ マサキ チームGメス

2023年3月19日（日）午前10：40　小回り（整地・中級斜面）      DIVING 

3 ページ



第２３回高峰スキー技術選大会　Supportd by SHINANO

オープンクラス　男子　5班 シニアクラス　男子　3班

Group Bib Name Name Team Group Bib Name Name Team

⑤ 151 梅田 直樹 ウメダ ナオキ チームGメス ③ 51 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 山梨スキー研究

⑤ 152 大山 孝昌 オオヤマ タカマサ チームGメス ③ 52 山本 均 ヤマモト ヒトシ チーム北陸人材ネット

⑤ 153 河合 宏紀 カワイ ヒロノリ チームGメス ③ 53 加藤 澄夫 カトウ スミオ 群馬の青い彗星

⑤ 154 浅井　 厚貴 アサイ アツタカ チームGメス ③ 54 猪野 治郎 イノ ジロウ

⑤ 155 吉澤 裕康 ヨシザワ ヒロヤス チームGメス ③ 55 山本 五十七 ヤマモト イソシチ

⑤ 156 高杉 豪 タカスギ ゴウ チームGメス ③ 56 中島 康裕 ナカジマ ヤスヒロ

⑤ 157 長尾 祐太朗 ナガオ ユウタロウ チームGメス ③ 57 春日 一徳 カスカ カズノリ 虎ノ門スキー道場

⑤ 158 柳原 健人 ヤナギハラ ケント チームGメス ③ 58 小西 正宣 コニシ マサノブ チームああ勘違い

⑤ 159 大森 敬太 オオモリ ケイタ チームGメス ③ 59 長谷川 徳雄 ハセガワ ノリオ

⑤ 160 近藤 賢一 コンドウ ケンイチ チームGメス ③ 60 富田 真彦 トミタ マサヒコ 虎ノ門スキークラブ

⑤ 161 渡辺 亮 ワタナベ マコト ③ 61 高山 誠 タカヤマ セイ ちーむアサマ

⑤ 162 宮下 孝介 ミヤシタ コウスケ ちーむアサマ ③ 62 肥田 武男 ヒダ タケオ ちーむアサマ

⑤ 163 佐々木 章夫 ササキ フミオ TEAM CHF ③ 63 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ DLWH（ディ・エル・ベー・ハー

⑤ 164 加藤 康宏 カトウ ヤスヒロ チーム マッスル ③ 64 大屋 直之 オオヤ ナオユキ 鴻巣GSC(爺さんクラブ)

⑤ 165 石澤 圭 イシザワ ケイ 信州大学基礎スキー部 ③ 65 近藤 孝博 コンドウ タカヒロ SKI  TEAM  SHANK

⑤ 166 山谷 高広 ヤマタニ タカヒロ ちーむアサマ ③ 66 鈴木 孝一 スズキ コウイチ

⑤ 167 上野 新太 上野 アラタ JA中野市スキーski ③ 67 渡邊 善眞 ワタナベ ヨシミチ

⑤ 168 本多 純 ホンダ マコト 石井スポーツスキークラブ ③ 68 原嶋 岳史 ハラシマ タケシ ちーむゼロ

⑤ 169 竹内 清隆 タケウチ キヨタカ ③ 69 今村 洋史 イマムラ ヒロシ

⑤ 170 木村 謙佑 キムラ ケンユウ チームGメス ③ 70 松坂 政仁 マツサカ マサヒト

⑤ 171 一木 拓哉 イチギ タクヤ BODYFIRST ③ 71 藤田 健司 フジタ ケンジ

⑤ 172 齋藤 快成 サイトウ カイセイ ③ 72 林 昭三 ハヤシ ショウゾウ

⑤ 173 小林 泰智 コバヤシ タイチ ③ 73 牛尾 知弘 ウシオ トモヒロ ちーむアサマ

⑤ 174 松本 優 マツモト ユタカ ③ 74 大井 良文 オオイ ヨシフミ ちーむアサマ

⑤ 175 島村 陽一 シマムラ ヨウイチ ③ 75 山本 智幸 ヤマモト トモユキ

⑤ 176 加藤 翔 カトウ ショウ チーム佐久市民 ③ 76 高柳 公康 タカヤナギ キミヤス A･T･F SNOW LABEL

⑤ 177 半田 陽大 ハンダ ヨウタ S高校スキー班 ③ 77 永井 昭義 ナガイ アキヨシ チーム苗場

⑤ 178 高杉 雄 タカスギ タケル ③ 78 宮城 良成 ミヤギ ヨシナリ よってぃゆってぃ

⑤ 179 土屋 雄大 ツチヤ ユウダイ ③ 79 内村 昇 ウチムラ ノボル

⑤ 180 小山 純平 オヤマ ジュンペイ ③ 80 服部 英一 ハットリ エイイチ 与野スキークラブ

⑤ 181 廣澤 翔太 ヒロサワ ショウタ ビッグクラウドスキークラブ ③ 81 山田 貢久 ヤマダ ミツヒサ 与野スキークラブ

⑤ 182 長岡 政康 ナガオカ マサヤス ③ 82 黒岩 一彦 クロイワ カズヒコ

⑤ 183 片山 聡 カタヤマ サトル ③ 83 宮部 浩司 ミヤベ コウジ

⑤ 184 笹尾 優介 ササオ ユウスケ KSS ③ 84 梅沢 宏彰 ウメザワ ヒロアキ まこ&#9825;LOVERS

⑤ 185 立石 紘樹 タテイシ ヒロキ ③ 85 柴垣 高志 　シバガキ タカシ ＴＲＢ

⑤ 186 福井 公哉 フクイ キミヤ ③ 86 一本鎗 忠典 イッポンヤリ タダノリ

⑤ 187 井上 耕作 イノウエ コウサク まこ&#9825;LOVERS ③ 87 中野 善光 ナカノ ヨシミツ チームぐるりんちょスキー

⑤ 188 久禮 俊晃 クレ トシミツ 平塚スキークラブ

⑤ 189 荒谷 伶音 アラヤ レオン まこ&#9825;lovers

⑤ 190 永井 奎吾 ナガイ ケイゴ

⑤ 191 中村 太亮 ナカムラ タイスケ

⑤ 192 小林　 正紀 コバヤシ マサキ

⑤ 193 高橋 成明 タカハシ ナリアキ

⑤ 194 長泉 泰次郎 ナガイズミ タイジロウ

⑤ 195 小室 俊介 コムロ シュンスケ チームぐるりんちょスキー
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第２３回高峰スキー技術選大会　Supportd by SHINANO

シニアクラス　女子　1班 オープンクラス　男子　5班

Group Bib Name Name Team Group Bib Name Name Team

① 1 小西 潤子 コニシ ジュンコ チームああ勘違い ⑤ 151 梅田 直樹 ウメダ ナオキ チームGメス

① 2 小池 晴美 コイケ ハルミ ちーむアサマ ⑤ 152 大山 孝昌 オオヤマ タカマサ チームGメス

① 3 松﨑 奈津子 マツザキ ナツコ ATF SNOW LABEL ⑤ 153 河合 宏紀 カワイ ヒロノリ チームGメス

① 4 須賀 和恵 スガ カズエ ⑤ 154 浅井　 厚貴 アサイ アツタカ チームGメス

⑤ 155 吉澤 裕康 ヨシザワ ヒロヤス チームGメス

オープンクラス　女子　2班 ⑤ 156 高杉 豪 タカスギ ゴウ チームGメス

Group Bib Name Name Team ⑤ 157 長尾 祐太朗 ナガオ ユウタロウ チームGメス

② 11 蓮沼 優子 ハスヌマ ユウコ ⑤ 158 柳原 健人 ヤナギハラ ケント チームGメス

② 12 新谷 奈津子 ニイヤ ナツコ ING ⑤ 159 大森 敬太 オオモリ ケイタ チームGメス

② 13 鈴木 さくら スズキ サクラ ⑤ 160 近藤 賢一 コンドウ ケンイチ チームGメス

② 14 野地 加寿子 ノヂ カズコ チームアトキチ ⑤ 161 渡辺 亮 ワタナベ マコト

② 15 石田 貴子 イシダ タカコ チームアトキチ ⑤ 162 宮下 孝介 ミヤシタ コウスケ ちーむアサマ

② 16 二宮 郁純 ニノミヤ カスミ 沼の動物園 ⑤ 163 佐々木 章夫 ササキ フミオ TEAM CHF

② 17 野下 ちはる ノシタ チハル ヴィンテージスキークラブ ⑤ 164 加藤 康宏 カトウ ヤスヒロ チーム マッスル

② 18 國平 千恵子 クニヒラ チエコ Hey's ⑤ 165 石澤 圭 イシザワ ケイ 信州大学基礎スキー部

② 19 河合 レナ カワイ レナ チームGメス ⑤ 166 山谷 高広 ヤマタニ タカヒロ ちーむアサマ

② 20 松﨑 桃子 マツザキ モモコ ATF SNOW LABEL ⑤ 167 上野 新太 上野 アラタ JA中野市スキーski

② 21 長谷川 碧 ハセガワ ミドリ ATF SNOW LABEL ⑤ 168 本多 純 ホンダ マコト 石井スポーツスキークラブ

② 22 宮城 由紀 ミヤギ ユキ よってぃゆってぃ ⑤ 169 竹内 清隆 タケウチ キヨタカ

② 23 酒井 唯華 サカイ ユイカ 信州大学基礎スキー部 ⑤ 170 木村 謙佑 キムラ ケンユウ チームGメス

② 24 河路 葉月 カワジ ハヅキ ⑤ 171 一木 拓哉 イチギ タクヤ BODYFIRST

② 25 大場 芽依 オオバ メイ ⑤ 172 齋藤 快成 サイトウ カイセイ

② 26 田中 まゆ タナカ マユ ⑤ 173 小林 泰智 コバヤシ タイチ

② 27 寺井 咲 テライ サキ ⑤ 174 松本 優 マツモト ユタカ

② 28 梅沢 真子 ウメザワ マコ まこ&#9825;LOVERS ⑤ 175 島村 陽一 シマムラ ヨウイチ

② 29 山田 萌海 ヤマダ モエミ Glacier Ski Team ⑤ 176 加藤 翔 カトウ ショウ チーム佐久市民

② 30 大場 彩友 オオバ アユ 湯の丸スキークラブ ⑤ 177 半田 陽大 ハンダ ヨウタ S高校スキー班

② 31 佐久間 悠 サクマ ハルカ ⑤ 178 高杉 雄 タカスギ タケル

② 32 中野 佐保里 ナカノ サオリ チームぐるりんちょスキー ⑤ 179 土屋 雄大 ツチヤ ユウダイ

⑤ 180 小山 純平 オヤマ ジュンペイ

⑤ 181 廣澤 翔太 ヒロサワ ショウタ ビッグクラウドスキークラブ

⑤ 182 長岡 政康 ナガオカ マサヤス

⑤ 183 片山 聡 カタヤマ サトル

⑤ 184 笹尾 優介 ササオ ユウスケ KSS

⑤ 185 立石 紘樹 タテイシ ヒロキ

⑤ 186 福井 公哉 フクイ キミヤ

⑤ 187 井上 耕作 イノウエ コウサク まこ&#9825;LOVERS

⑤ 188 久禮 俊晃 クレ トシミツ 平塚スキークラブ

⑤ 189 荒谷 伶音 アラヤ レオン まこ&#9825;lovers

⑤ 190 永井 奎吾 ナガイ ケイゴ

⑤ 191 中村 太亮 ナカムラ タイスケ

⑤ 192 小林　 正紀 コバヤシ マサキ

⑤ 193 高橋 成明 タカハシ ナリアキ

⑤ 194 長泉 泰次郎 ナガイズミ タイジロウ

⑤ 195 小室 俊介 コムロ シュンスケ チームぐるりんちょスキー

2023年3月19日（日）午後0：30　フリー（整地・中級斜面）      DIVING 
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第２３回高峰スキー技術選大会　Supportd by SHINANO

シニアクラス　男子　3班 オープンクラス　男子　4班

Group Bib Name Name Team Group Bib Name Name Team

③ 51 三井 政彦 ミツイ マサヒコ 山梨スキー研究 ④ 101 福田 大剛 フクダ ヒロタカ

③ 52 山本 均 ヤマモト ヒトシ チーム北陸人材ネット ④ 102 Kim SeungWook キム スンウク
teamhorn, bhs, rvl8, cepkorea,
carvekorea, myokosnowsports

③ 53 加藤 澄夫 カトウ スミオ 群馬の青い彗星 ④ 103 jeong jaecheon チョン ジェチョン

③ 54 猪野 治郎 イノ ジロウ ④ 104 松井 昭一 マツイ ショウイチ HALスポーツ

③ 55 山本 五十七 ヤマモト イソシチ ④ 105 森川 晴光 モリカワ ハルミツ ピカチュウ

③ 56 中島 康裕 ナカジマ ヤスヒロ ④ 106 宮澤 真一 ミヤザワ シンイチ

③ 57 春日 一徳 カスカ カズノリ 虎ノ門スキー道場 ④ 107 森田 啓介 モリタ ケイスケ

③ 58 小西 正宣 コニシ マサノブ チームああ勘違い ④ 108 元林 功 モトバヤシ イサオ

③ 59 長谷川 徳雄 ハセガワ ノリオ ④ 109 徐 東星 Ｊｏ Ｈｉｇａｓｈｉ－Ｈｏｓｈｉ

③ 60 富田 真彦 トミタ マサヒコ 虎ノ門スキークラブ ④ 110 守谷 文嘉 モリヤ フミヨシ 横尾自動車

③ 61 高山 誠 タカヤマ セイ ちーむアサマ ④ 111 横谷 友亮 ヨコヤ ユウスケ スキーチームZERO

③ 62 肥田 武男 ヒダ タケオ ちーむアサマ ④ 112 三井 陽介 ミツイ ヨウスケ

③ 63 阪田 光一郎 サカタ コウイチロウ DLWH（ディ・エル・ベー・ハー ④ 113 中元 太地 ナカモト タイチ

③ 64 大屋 直之 オオヤ ナオユキ 鴻巣GSC(爺さんクラブ) ④ 114 沼澤 雄哉 ヌマザワ ユウヤ

③ 65 近藤 孝博 コンドウ タカヒロ SKI  TEAM  SHANK ④ 115 髙橋 一成 タカハシ カズナリ

③ 66 鈴木 孝一 スズキ コウイチ ④ 116 村田 憲彦 ムラタ カズヒコ

③ 67 渡邊 善眞 ワタナベ ヨシミチ ④ 117 藤田 和浩 フジタ カズヒロ

③ 68 原嶋 岳史 ハラシマ タケシ ちーむゼロ ④ 118 原口 裕樹 ハラグチ ユウキ ING

③ 69 今村 洋史 イマムラ ヒロシ ④ 119 加藤 一郎 カトウ イチロウ ING

③ 70 松坂 政仁 マツサカ マサヒト ④ 120 清水 智成 シミズ トモナリ

③ 71 藤田 健司 フジタ ケンジ ④ 121 宮園 耕二 ミヤゾノ コウジ SKIOO SKI TEAM

③ 72 林 昭三 ハヤシ ショウゾウ ④ 122 紺田 明宣 コンダ アキノブ

③ 73 牛尾 知弘 ウシオ トモヒロ ちーむアサマ ④ 123 山崎 幹夫 ヤマザキ ミキオ TJMスキーちゃんねる

③ 74 大井 良文 オオイ ヨシフミ ちーむアサマ ④ 124 中村 智輝 ナカムラ トモキ

③ 75 山本 智幸 ヤマモト トモユキ ④ 125 平井 一規 ヒライ カズキ ふくしまスキークラブ

③ 76 高柳 公康 タカヤナギ キミヤス A･T･F SNOW LABEL ④ 126 宮崎 純也 ミヤザキ ジュンヤ ちーむアサマ

③ 77 永井 昭義 ナガイ アキヨシ チーム苗場 ④ 127 望月 正裕 モチヅキ マサヒロ ちーむアサマ

③ 78 宮城 良成 ミヤギ ヨシナリ よってぃゆってぃ ④ 128 青木 和裕 アオキ カズヒロ ちーむアサマ

③ 79 内村 昇 ウチムラ ノボル ④ 129 湯本 哲夫 ユモト テツオ

③ 80 服部 英一 ハットリ エイイチ 与野スキークラブ ④ 130 冨澤 淳志 トミザワ アツシ

③ 81 山田 貢久 ヤマダ ミツヒサ 与野スキークラブ ④ 131 小川 優輝 オガワ ユウキ チームスカイ

③ 82 黒岩 一彦 クロイワ カズヒコ ④ 132 渡辺 英樹 ワタナベ ヒデキ ちーむアサマ

③ 83 宮部 浩司 ミヤベ コウジ ④ 133 菅野 智祥 カンノ トモアキ

③ 84 梅沢 宏彰 ウメザワ ヒロアキ まこ&#9825;LOVERS ④ 134 藤田 孝裕 フジタ タカヒロ ちーむアサマ

③ 85 柴垣 高志 　シバガキ タカシ ＴＲＢ ④ 135 平澤 雄太 ヒラサワ ユウタ

③ 86 一本鎗 忠典 イッポンヤリ タダノリ ④ 136 松井 颯之介 マツイ リュウノスケ ちーむアサマ

③ 87 中野 善光 ナカノ ヨシミツ チームぐるりんちょスキー ④ 137 有木 真矢 アリキ マサヤ スキーチームゼロ

④ 138 青木 昌泰 アオキ マサヤス

④ 139 尾花 淳 オバナ ジュン

④ 140 瀬尾 雷太 セオ ライタ

④ 141 瀧日 駿 タキヒ シュン SHIMANO

④ 142 島 武志 シマ タケシ SHIMANO

④ 143 和泉 憲佳 イズミ ノリヨシ SHIMAスキークラブ

④ 144 青木 麗雅 アオキ レイガ 住所不定　自称会社役員

④ 145 遠藤 亮 エンドウ リョウ 沼の動物園

④ 146 小林 尚晴 コバヤシ ヒサハル シゲチャンスキーストゥーディオ

④ 147 松尾 航汰 マツオ コウタ

④ 148 安達 一心 アダチ イッシン 大阪芸術大学

④ 149 藤山 森 フジヤマ シン チームGメス

④ 150 新岡 将希 ニイオカ マサキ チームGメス
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