
開催地：軽井沢スノーパーク

コース名：キャベツコース

ジュリーメンバー：

技術代表：　　　金澤 泉

競技委員長：？？？熊沢 明

主審：　　　　　　坂口 治

順位 ビブ 氏名 フリガナ タイム

女子１部

DS 1 　松岡 咲英 マツオカ サエ DS

優勝 2 　鈴木 紗羽 スズキ サワ 00:41.80

優勝 3 　横山 璃久 ヨコヤマ リク 00:46.15

準優勝 4 　吉川 巧 ヨシカワ タクミ 00:52.75

女子３部

DS 5 　鈴木 優羽 スズキ ユウ DS

男子３部

DS 6 　松岡 優昊 マツオカ ユウゴ DS

男子１０部

DS 7 　室越 正光 ムロコシ マサミツ DS

DS 8 　古尾谷 均 フルオヤ ヒトシ DS

優勝 10 　高見 淳 タカミ　ジュン 00:38.63

準優勝 12 　棚田 兼蔵 タナダ　カネゾウ 00:39.21

３位 13 　野田 宣彦 ノダ　ノリヒコ 00:41.61

４位 11 　近藤 健司 コンドウ　ケンジ 00:46.27

DF 9 　塩原 明之 シオバラ アキユキ DF
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　女子２部

　男子２部

　男子９部

　男子８部



優勝 15 　中村 之彦 ナカムラ ユキヒコ 00:34.98

準優勝 21 　広瀬 逸郎 ヒロセ イツロウ 00:36.03

３位 14 　佐藤 義清 サトウ ノリキヨ 00:36.14

４位 17 　阿部 祐三 アベ　ユウゾウ 00:36.38

５位 23 　中條 明彦 ナカジョウ アキヒコ 00:36.60

６位 16 　清水 将行 シミズ マサユキ 00:37.58

７位 24 　樗澤 光茂 ブナサワ ミツシゲ 00:38.79

８位 18 　樋口 倫史 ヒグチ ミチヒト 00:40.92

DS 19 　小薗井 仁 オゾノイ ヒトシ DS

DS 20 　武田 浩二 タケダ コウジ DS

DS 22 　中山 良二 ナカヤマ リョウジ DS

DS 25 　宮尾 健 ミヤオ ケン DS

DS 26 　窪田 稔 クボタ ミノル DS

DS 27 　大野 正次 オオノ マサツグ DS

優勝 28 　武井 久子 タケイ ヒサコ 00:38.90

準優勝 29 　武田 知子 タケダ トモコ 00:40.38

DS 30 　境 幸江 サカイ ユキエ DS

優勝 31 　武井 克巳 タケイ カツミ 00:34.32

準優勝 33 　鈴木 孝 スズキ タカシ 00:34.87

３位 34 　仲俣 敏和 ナカマタ トシカズ 00:35.33

４位 32 　丹羽 陵輔 ニワ リョウスケ 00:35.50

５位 35 　松岡 学 マツオカ ｶﾞｸ 00:39.03

６位 36 　吉川 武 ヨシカワ タケシ 00:40.15

DS 37 　三浦 一紀 ミウラ カズノリ DS

DS 38 　仁田 義孝 ニッタ ヨシタカ DS

優勝 39 　横山 省 ヨコヤマ アキラ 00:32.79

優勝 40 　坂口 雄基 サカグチ ユウキ 00:31.25

DS 41 　坂口 銀河

　男子５部

　女子７部

　男子７部

　男子６部


