
                      第３３回城西５区親善スキー大会                      第３３回城西５区親善スキー大会                      第３３回城西５区親善スキー大会                      第３３回城西５区親善スキー大会 平成27年3月8日

                             大松山グランプリコース                             大松山グランプリコース                             大松山グランプリコース                             大松山グランプリコース

        ジュリー        ジュリー        ジュリー        ジュリー

     技術代表 金澤　泉

     主　　審 加藤　正人

     競技委員長 塚越　　馥

     スタート審判 鈴木　章一

     フニッシュ審判 伊藤　幸夫

       コースデータ       コースデータ       コースデータ       コースデータ

     スタート地点標高 1495.6 ｍ　

     フィニッシュ地点標高 1336.6 ｍ　

     標  高  差 159 ｍ　

    旗 門 数　　　２２ ターン数  21ターン

    開始時間　　９時４５分

    終了時間　　11時40分

   天  　候 曇り　視界不良

   雪　　質 HARD

   スタート気温　 　０℃

   フィニッシユ気温３℃

    前走者 タイム

      Ａ　二見彩子 43.05

      Ｂ　清水祥端 41.79

      Ｃ　蔦原克則 39.79

女小学生Ａ女小学生Ａ女小学生Ａ女小学生Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 201 逸見　麻結 0:40.23 中野区

2 202 逸見　優衣 0:42.02 中野区

男小学生Ａ男小学生Ａ男小学生Ａ男小学生Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 203 粟津 遼大 0:36.65 杉並区

男小学生Ｂ男小学生Ｂ男小学生Ｂ男小学生Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 204 窪田 哲也 0:26.11 板橋区

2 205 寺田 雄翔 0:26.25 板橋区

3 206 羽部 晃広 0:27.40 練馬区

女子中学生女子中学生女子中学生女子中学生

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 207 鈴木 眞乃 0:44.56 練馬区

男子中学生男子中学生男子中学生男子中学生

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 208 村上 錬 0:39.31 練馬区

2 209 庄本 涼馬 0:43.89 杉並区

女子8A女子8A女子8A女子8A

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 210 二本柳孝子 DS 板橋区



男子8Ａ男子8Ａ男子8Ａ男子8Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 215 野崎　久仁男 0:56.65 中野区

2 214 岡田 興一 1:06.89 板橋区

3 213 柿本　岩男 1:09.19 中野区

211 古尾谷　均 DS 練馬区

212 杉山　鈴谷 DS 豊島区

女子7Ｂ女子7Ｂ女子7Ｂ女子7Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 217 高木 敦子 0:55.99 豊島区

216 宇治 幸子 DS 豊島区

男子7Ｂ男子7Ｂ男子7Ｂ男子7Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 222 木住野 友一 0:51.71 杉並区

2 223 笹川 淑仁 0:53.53 杉並区

3 218 杉崎 壽三男 0:54.31 練馬区

4 225 千坂 正敏 0:59.16 杉並区

219 北島 英夫 DS 杉並区

220 阿部 勲 DS 板橋区

221 諏佐 紘 DS 豊島区

224 野口 眞利 DS 板橋区

226 才神 芳美 DF 板橋区

女子7Ａ女子7Ａ女子7Ａ女子7Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 228 河内 隆子 1:17.28 豊島区

227 道躰 陽子 DS 練馬区

229 石井 文枝 DS 練馬区

230 高東 栄子 DS 豊島区

男子7Ａ男子7Ａ男子7Ａ男子7Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 234 岩谷　三兵 0:45.05 中野区

2 232 河内 秀人 0:51.47 豊島区

3 241 岡部 正樹 0:52.03 板橋区

4 233 梅木 功紀 0:55.09 杉並区

5 237 唐澤 昭彦 1:11.68 杉並区

231 野田 宣彦 DF 練馬区

235 野崎 豊治 DS 板橋区

236 金澤 泉 DS 練馬区

238 石原 浩 DS 中野区

239 柴内 雅昭 DS 板橋区

240 町田 捷 DS 杉並区

女子6Ｂ女子6Ｂ女子6Ｂ女子6Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 243 武子 一子 1:02.96 杉並区

2 244 薄井 美佐子 1:16.08 板橋区

3 242 三好 美江子 1:48.62 豊島区

女子6Ａ女子6Ａ女子6Ａ女子6Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 246 太田 美子 0:53.40 杉並区

245 有井 婦美 DS 練馬区

247 伊勢 玲子 DF 板橋区



女子5Ｂ女子5Ｂ女子5Ｂ女子5Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 249 本澤 裕美 0:55.54 板橋区

248 村田 千恵美 DS 練馬区

250 山本 さつき DS 板橋区

女子5Ａ女子5Ａ女子5Ａ女子5Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 254 川島 紀代美 0:51.01 板橋区

251 菅原 真美子 DS 豊島区

252 鎌田 恵 DS 豊島区

253 安蔵 素乃 DF 杉並区

女子4Ｂ女子4Ｂ女子4Ｂ女子4Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 256 松本 暁子 0:55.37 杉並区

255 高田 真理 DF 杉並区

女子4Ａ女子4Ａ女子4Ａ女子4Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 257 境　 幸江 0:49.09 練馬区

2 258 高橋 あかね 0:49.21 杉並区

3 259 逸見　節子 0:59.19 中野区

女子3Ｂ女子3Ｂ女子3Ｂ女子3Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 260 横内　雅子 1:11.47 中野区

女子3Ａ女子3Ａ女子3Ａ女子3Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 261 坂東 阿希子 0:48.33 杉並区

女子１女子１女子１女子１

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 262 日高 絵梨香 0:44.23 練馬区

2 263 立野 里佳 0:44.60 豊島区

3 264 平野 まみ 0:45.91 杉並区

男子6Ｂ男子6Ｂ男子6Ｂ男子6Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 265 柴田 博 0:43.82 練馬区

2 266 福原 力 0:45.63 豊島区

3 271 船場 高明 0:47.49 豊島区

4 272 日比 久 0:50.54 杉並区

5 267 栗田 一字 0:52.23 杉並区

6 270 村松 寛治 0:53.64 練馬区

7 276 鈴木 伊三雄 0:54.30 杉並区

8 268 篠原　幸昌 0:59.82 中野区

269 縄井 英之 DF 板橋区

273 味村 忠純 DF 板橋区

274 星　　勝実 DS 練馬区

275 関　　稔 DS 豊島区

277 清水 正志 DS 練馬区

278 福島 一裕 DS 練馬区

279 渡辺 豊 DS 豊島区



男子6Ａ男子6Ａ男子6Ａ男子6Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 282 梅原 久 0:44.73 杉並区

2 286 小林 東次　 0:45.44 豊島区

3 284 広瀬 茂 0:48.60 板橋区

4 280 三上 喜次 0:49.09 練馬区

5 283 竹内　昭彦 0:50.59 中野区

6 287 島 正好 0:51.55 杉並区

7 291 太田 良幸 0:52.50 板橋区

8 296 滝口 賢明 0:53.14 板橋区

9 289 杉山 泉 0:53.26 豊島区

10 290 小林 邦雄 0:55.17 杉並区

11 294 市村 昇 0:56.71 板橋区

281 林　　利明 DF 豊島区

285 大野 正次 DS 練馬区

288 内田 政男 DF 板橋区

292 岸　　清 DS 豊島区

293 林　　潤一 DS 杉並区

295 青木 秀夫 DS 豊島区

297 神山 昌樹 DS 豊島区

男子5Ｂ男子5Ｂ男子5Ｂ男子5Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 300 宇佐見 裕 0:42.80 杉並区

2 302 石下 幸二 0:44.17 板橋区

3 301 星　明光 0:44.93 中野区

4 298 佐藤 和彦 0:45.68 練馬区

5 307 前平 勇次 0:45.78 板橋区

6 305 笠間 雄二 0:48.40 杉並区

7 312 愛宕 道隆 0:49.44 杉並区

8 303 坂口 治 0:59.76 練馬区

299 八木沢 伸人 DS 豊島区

304 奥田 栄 DS 豊島区

306 酒井 和彦 DS 中野区

308 熊沢 明 DS 練馬区

309 伊藤  元也 DF 豊島区

310 堀切 良浩 DS 杉並区

311 広瀬  逸郎 DS 練馬区

313 田中 秀英 DS 練馬区

男子5Ａ男子5Ａ男子5Ａ男子5Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 319 村上 隆 0:40.07 練馬区

2 324 宮尾　健 0:43.41 練馬区

3 318 寺田 浩幸 0:43.53 板橋区

4 321 橋本 寛 0:44.77 杉並区

5 322 逸見 明彦 0:45.25 中野区

6 316 小永井 徹 0:45.86 杉並区

7 320 外崎 勝博 0:47.10 豊島区

8 314 清水 将行 0:47.20 練馬区

9 315 立野 博之 0:51.05 豊島区

10 326 松山 幸夫 0:56.32 中野区

11 325 平野 和彦 1:00.30 豊島区

317 増田 隆男 DF 中野区

323 伊藤  幸夫 DS 板橋区

327 野辺  浩 DS 板橋区

328 窪田 稔 DS 練馬区

329 宮崎 光 DS 豊島区

330 南　　耕平 DS 中野区

331 藤原 秀生 DS 練馬区

332 中山 裕章 DS 豊島区



333 鎌田 雄一 DS 豊島区

334 加藤 正人 DS 豊島区

男子4Ｂ男子4Ｂ男子4Ｂ男子4Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 343 小堀　英夫 0:41.51 練馬区

2 335 荒井 厚 0:45.24 練馬区

3 336 増田 久人 0:46.02 豊島区

4 337 笹室 岳 0:46.04 杉並区

5 341 木村 洋 0:48.51 杉並区

6 342 島田　幸洋 0:51.43 中野区

338 山田 勝巳 DF 中野区

339 木内 俊直 DS 板橋区

340 冨田 良知 DS 練馬区

344 知野見郁生 DS 杉並区

345 葛貫 良一 DS 中野区

男子4Ａ男子4Ａ男子4Ａ男子4Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 352 菅家 稔 0:38.41 豊島区

2 347 坂内 友岳 0:40.09 豊島区

3 354 熊谷　和則 0:40.12 中野区

4 346 仲俣 敏和 0:41.14 練馬区

5 353 寺田 彰 0:41.33 杉並区

6 349 高杉　晋治 0:41.52 中野区

7 355 紺谷 克昌 0:42.65 豊島区

8 348 宍戸 修 0:43.51 杉並区

9 350 伊藤 吉彦 0:44.65 板橋区

10 358 河津 充 0:47.68 豊島区

11 356 飯塚 健一郎 0:49.65 杉並区

351 吉村 明人 DS 練馬区

357 鈴木 章一 DS 中野区

男子3Ｂ男子3Ｂ男子3Ｂ男子3Ｂ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 360 粟津 健太 0:40.31 杉並区

359 富永 修太郎 DF 豊島区

男子3Ａ男子3Ａ男子3Ａ男子3Ａ

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 362 坂東 文明 0:40.17 杉並区

2 361 安藤 則行 0:48.18 練馬区

363 村松 一希 DS 練馬区

男子２男子２男子２男子２

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 364 樗澤 啓祐 0:36.73 練馬区

2 365 富永 慎太郎 0:40.14 豊島区

男子１男子１男子１男子１

順位 ビブ 氏　  　名 タイム 所　属

1 366 大野 正法 0:49.62 練馬区

367 宮尾 湧登 DS 練馬区

368 田中 亜留羽 DS 練馬区


