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ジュリー
技術代表 田村　直干
競技委員長 浦野　米治
主審 上野　節夫

副審 横坂　忠　
スタート審判 阿部　俊樹
フィニッシュ審判 関根　信雄

コースセッター 小林　健悟

テクニカルデータ

コース名 パラレルコース

スタート地点 1095 ｍ

フィニッシュ地点 945 ｍ

標高差 150 ｍ

全長 800 ｍ

最大斜度 20 ％

最小斜度 7 ％

平均斜度 11 ％

旗門数 23 ALL OPEN

天候 雪

雪質 ソフト

スタート時間 10:15 ～

第67回　高崎市民スキー大会

（組別　大回転競技）



小学校低学年以下女子 9人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

1 永井　愛莉 京ヶ島小 1:07.93 1 優　勝

2 高田　ゆきの 岩鼻小 1:08.50 2 準優勝

7 平沼　未菜 城東小 1:14.00 3 入　賞

3 峯村　心菜 北部小 1:19.18 4 入　賞

5 茂木　結海 矢中小 1:19.19 5 入　賞

6 松浦　萌 北部小 1:34.03 6 入　賞

4 福田　優花 ジュニアR 1:35.47 7 敢闘賞

8 亀田　葵 中央小 1:50.29 8 敢闘賞

9 浦野　真央 中央小

小学校低学年以下男子 9人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

20 寺田　航大 シーハイル 1:08.03 1 優　勝

26 白井　柊 岩鼻小 1:21.09 2 準優勝

28 大塚　礼生 西部小 1:34.92 3 入　賞

23 小池　奏太郎 中央小 1:35.76 4 入　賞

21 峯村　俐星 一般 2:00.80 5 入　賞

27 高田　雄悟 岩鼻小 4:40.67 6 入　賞

25 田辺　大輝 中央小 7:29.50 7 敢闘賞

22 佐藤　雅夏 矢中小

24 中野　健太 中央小

小学校高学年女子 5人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

34 柳沢　圭香 中居小 :59.53 1 優　勝

33 柳沢　早香 中居小 1:00.17 2 準優勝

31 村上　玲海 中央小 1:00.33 3 入　賞

30 加門　未羽 ONELINE 1:02.18 4 入　賞

32 浦野　里咲子 倉賀野小 1:25.29 5 入　賞
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第67回　高崎市民スキー大会　公式リザルト

小学校高学年男子 20人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

58 中島　大海 南小 :59.37 1 優　勝

40 住谷　優樹 国府小 1:01.22 2 準優勝

47 萩原　賢己 ONELINE 1:04.90 3 入　賞

41 茂木　翔太郎 矢中小 1:10.93 4 入　賞

59 中井　真樹 豊岡小 1:14.02 5 入　賞

45 長谷川　和輝 ONELINE 1:15.69 6 入　賞

43 清水　信樹 ONELINE 1:19.59 7 敢闘賞

42 五十嵐　広至 中央小

44 大越　豪 中央小

46 大越　光太郎 中央小

48 板橋　巧真 中央小

49 浦野　剛成 中央小

50 野口　浩志 中央小

51 亀田　敦也 中央小

52 岡田　光 中央小

53 田中　綾人 中央小

54 田辺　恭助 中央小

55 森田　敦志 中央小

56 小塩　隆人 中央小

57 遠山　瑛人 中央小

中学生女子 4人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

71 濱田　茜 第一中 :55.12 1 優　勝

70 中井　まい 豊岡中 1:11.05 2 準優勝

72 住谷　美幸 群馬中央中 1:11.18 3 入　賞

73 浦野　可奈子 倉賀野中 1:13.04 4 入　賞

中学生男子 2人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

80 田辺　翔太 高松中 1:17.63 1 優　勝

81 大塚　翔馬 八幡中 1:22.56 2 準優勝
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第67回　高崎市民スキー大会　公式リザルト

男子60才以上 29人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

95 上野　節夫 クシダ :50.15 1 優　勝

117 中村　弘和 ライネF :50.96 2 準優勝

96 横坂　忠 沖電気 :50.98 3 入　賞

102 飯沼　直樹 クシダ :51.78 4 入　賞

106 佐藤　義生 高崎クラブ :52.09 5 入　賞

93 西谷　幸雄 ライネF :52.78 6 入　賞

105 横尾　俊久 一般 :53.88 7

99 田口　正美 一般 :54.27 8

90 江原　誠 一般 :55.55 9

101 宮田　裕夫 ライネF :56.17 10

92 石原　三代志 ジャンボ :56.89 11

91 加藤　斌 高崎クラブ :57.07 12

116 布施　将雄 ライネF :57.10 13

115 木檜　信次 ライネF :57.36 14

112 恩田　学 シーハイル :57.36 15

108 山田　秀弘 クシダ :57.45 16

109 江積　道雄 シーハイル :57.95 17

111 堀米　幸三 一般 :58.71 18

103 田子　博雄 アドヴァンス :58.78 19

118 安藤　哲夫 アドヴァンス :59.49 20

114 湯浅　賢一 シーハイル 1:00.44 21

113 水落　孝行 ライネF 1:01.94 22

107 関根　盛一郎 一般 1:02.63 23

98 丸山　恭一 シーハイル 1:02.66 24

104 湯浅　祐吉 シーハイル 1:10.65 25

94 筑紫　政治 群栄化学

97 碓井　賢治 アドヴァンス

100 田村　直干 高崎クラブ

110 武田　丈一 高崎クラブ
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第67回　高崎市民スキー大会　公式リザルト

女子40才以上 16人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

123 増村　有里 ライネF :52.48 1 優　勝

121 神澤　こずえ シーハイル :52.63 2 準優勝

122 浦野　明子 アドヴァンス :53.26 3 入　賞

129 丸山　えるむ シーハイル :54.11 4 入　賞

125 寺尾　香 沖電気 :55.37 5 入　賞

128 春山　咲子 一般 :55.52 6 入　賞

126 原田　洋子 ONELINE :57.85 7

124 中井　真理子 市役所 :59.44 8

127 吉田　千寿子 EVERKIDS :59.52 9

130 浦野　千代子 ライネF 1:04.27 10

132 鈴木　典子 ONELINE 1:07.29 11

134 長谷川　久美子 ONELINE 1:24.54 12

135 清水　杉子 ONELINE 1:25.23 13

120 田中　郁美 群栄化学

131 井口　明美 沖電気

133 横山　典子 一般

女子30才代 1人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

140 野口　沙織 高崎クラブ :49.55 1 優　勝

女子20才代 2人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

146 澤部　彩 EVERKIDS :46.70 1 優　勝

145 佐々木　幾代 シーハイル :53.34 2 準優勝

女子10才代 2人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

151 濱田　碧 一般 :48.43 1 優　勝

150 日高　未稀 EVEREKIDS :51.05 2 準優勝

DS

DS

DS

4



第67回　高崎市民スキー大会　公式リザルト

男子50才代 39人
ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

160 岡田　隆幸 ライネF :45.96 1 優　勝

176 滝上　陽一 高崎クラブ :48.49 2 準優勝

197 笠原　喜好 一般 :49.53 3 入　賞

194 丸橋　比左士 アドヴァンス :49.81 4 入　賞

167 西野　宏 高崎クラブ :50.10 5 入　賞

163 佐々木　伸 シーハイル :50.21 6 入　賞

188 石井　弁三 一般 :50.47 7

198 松島　直樹 一般 :50.93 8

170 木村　睦 ライネF :51.14 9

165 佐藤　嘉之 一般 :51.33 10

191 関根　信雄 アドヴァンス :51.74 11

172 金子　裕昭 シーハイル :51.76 12

185 田中　正夫 アドヴァンス :51.92 13

182 天田　雅之 一般 :52.22 14

178 田子　誠一 アドヴァンス :52.80 15

173 山崎　啓志 市役所 :53.39 16

161 井口　勉 沖電気 :53.64 17

181 吉田　俊樹 市役所 :54.06 18

175 渥美　昌明 EVERKIDS :54.73 19

180 小板橋　俊介 シーハイル :54.90 20

192 新井　紀弘 市役所 :55.44 21

195 前田　恵介 一般 :55.47 22

174 村松　祥二 一般 :57.21 23

164 高橋　雅明 市役所 :58.94 24

179 田中　和彦 群栄化学 :59.08 25

183 関口　智正 EVERKIDS :59.53 26

169 箕輪　進一 アドヴァンス :59.69 27

162 石原　信庸 群栄化学 1:00.71 28

184 石脇　尚武 クシダ 1:01.67 29

193 塚本　均 一般

166 澤部　明宏 EVERKIDS

168 多胡　正男 クシダ

171 木戸　岩夫 群栄化学

177 遠間　干明 クシダ

186 長坂　康男 群栄化学

187 横田　裕一 市役所

189 黒田　真右 EVERKIDS

190 工藤　実 クシダ

196 吉田　和浩 アドヴァンス
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第67回　高崎市民スキー大会　公式リザルト

男子40才代 29人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

202 小林　健悟 高崎クラブ :48.36 1 優　勝

211 高田　津樹夫 アラモード :48.37 2 準優勝

210 斉藤　隆 シーハイル :48.54 3 入　賞

215 小野塚　仁 沖電気 :49.40 4 入　賞

206 田中　博敏 一般 :50.15 5 入　賞

226 宮崎　良高 沖電気 :50.58 6 入　賞

208 天田　徹也 市役所 :50.82 7

207 高橋　文春 ルネサス :50.95 8

216 入澤　直樹 一般 :51.07 9

200 桜井　信彦 クシダ :51.37 10

205 内田　芳明 沖電気 :51.94 11

225 金山　龍一 アラモード :52.18 12

221 沢田　毅志 沖電気 :52.18 13

224 伊丹　高保 シーハイル :52.29 14

203 植竹　俊文 ライネF :52.59 15

204 真庭　達也 ONELINE :52.60 16

217 本間　澄行 市役所 :53.61 17

201 濱田　裕一 EVERKIDS :53.75 18

209 佐藤　淳仁 群栄化学 :56.57 19

227 岡村　正敏 一般 :57.96 20

223 大塚　篤 市役所 :58.31 21

222 柳沢　治 一般 :58.35 22

228 中島　宏和 市役所 :59.33 23

212 城田　雅之 クシダ 1:00.02 24

220 民部田　亘 クシダ 1:03.75 25

214 浦野　渡 ONELINE 1:06.23 26

219 新井　鉄也 アラモード

213 神保　篤 高崎クラブ

229 江積　貴志 一般 DS
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第67回　高崎市民スキー大会　公式リザルト

男子30才代 17人
ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

241 峯村　順一 市役所 :49.62 1 優　勝

246 白石　哲太郎 クシダ :50.66 2 準優勝

240 小島　敏計 アラモード :50.99 3 入　賞

244 深井　善朗 沖電気 :51.36 4 入　賞

250 須藤　典夫 市役所 :51.61 5 入　賞

255 西山　康之 一般 :53.21 6 入　賞

254 白井　将史 一般 :53.45 7

248 桜井　隆行 シーハイル :54.94 8

256 永井　敦久 シーハイル :55.14 9

251 清塚　隆俊 一般 :55.55 10

247 大谷　義人 群栄化学 :58.18 11

253 鈴木　智 市役所 :58.77 12

249 掛川　徳宏 アラモード 1:04.16 13

242 横山　睦久 一般

243 阿部　俊樹 EVERKIDS

245 佐藤　英樹 ONELINE

252 金谷　真紀男 クシダ

男子20才代 12人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

271 荒牧　健太 EVERKIDS :45.58 1 優　勝

266 倉林　宏敬 アラモード :47.22 2 準優勝

264 澤部　慧 EVERKIDS :47.24 3 入　賞

268 倉林　和宏 アラモード :47.96 4 入　賞

270 中澤　圭寿 アラモード :48.65 5 入　賞

262 佐川　太一 シーハイル :49.69 6 入　賞

265 松永　秀則 一般 :50.04 7

267 黒田　英孝 EVERKIDS :50.06 8

263 福島　建 市役所 :53.37 9

261 山田　章博 沖電気 :57.49 10

260 倉林　敬雪 アラモード

269 渡辺　智大 EVERKIDS

男子10才代 3人

ゼッケン 氏　　　名 所　　　属 タ　イ　ム 順　位 成　績

280 橋本　理 シーハイル :47.92 1 優　勝

281 田中　淳 一般 :52.01 2 準優勝

282 太田　航平 ONELINE 1:04.26 3 入　賞
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ＩＣＩ石井スポーツ　高崎前橋店 高崎市中尾町44-1  027-361-4050

イイズカスポーツ 渋川市辰巳町1812  0279-23-3731

ＳＫＩＳＨＯＰ　ＤａＤａＤａ 草津町草津525-5 メゾン折目  0279-80-4228

～第67回～

高崎市民スキー大会

協賛店舗（敬称略：50音順）


