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第44回

高崎ＣＵＰスキー大会

公式リザルト

主 催:高 崎 市 ス キ ー 連 盟

主 管:E V E R K I D S

ジ ャ ン ボ

会 場:オグナほたかスキー場

期 日:令 和 4 年 01 月 23 日



オグナほたかスキー場

EVERKIDS・ジャンボ

第44回高崎ＣＵＰスキー大会

大会概要

①　期　日 令和4年1月23日(日)

②　会　場

③　主管クラブ

④　競　技 大回転1本

⑤　組別・出走順 性別 年代別

女子 小学生低学年以下

男子 小学生低学年以下

女子 小学生高学年

男子 小学生高学年

女子

40才以上

30才代

中学生～29歳以下

男子

60才以上

50才代

40才代

30才代

中学生～29歳以下



⑥テクニカルデータ

ソフト

タイム

44.67 

№ タイム

150 吉田 茂暉 38.53 

60 三世川 胡桃 41.96 

旗門数 2１旗門20ターン

天気 晴れ

雪質

⑦前走タイム

走者

前走①

★高崎CUP獲得者

　〔男子・女子総合LAP〕

男女別 氏名

男　子

女　子



1人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

1 三橋　百花 シーハイル 1:03.39 1 

3人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

12 入澤　健成 一般 :51.16 1 

11 菅野　夏三 一般 1:29.88 2 

10 中島　玄覚 一般 3:59.80 3 

2人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

20 天野　ひより 一般 1:19.69 1 

21 田中　音羽 一般 2:17.79 2 

5人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

34 入澤　康成 一般 :46.82 1 

31 池田　光希 高崎クラブ 1:01.37 2 

30 遠藤　檀 一般 1:07.99 3 

33 飯塚　悠馬 一般 1:17.23 4 

32 和田　光希 一般 1:27.48 5 
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女子小学生低学年以下

クラブ名 順　位 備　考

優勝

男子小学生低学年以下

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

入賞

女子小学生高学年

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

男子小学生高学年

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

入賞

入賞

入賞
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6人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

43 神澤　こずえ シーハイル :46.24 1 

45 丸山　えるむ シーハイル :46.88 2 

40 五十嵐　春江 アラモード :47.28 3 

42 井口　明美 沖電気 :51.87 4 

44 大野　雅代 アドヴァンス :52.32 5 

41 吉田　千寿子 EVERKIDS :52.36 6 

1人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

50 黒田　和巳 EVERKIDS DS

4人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

60 三世川　胡桃 シーハイル :41.96 1 

61 高橋　莉沙 EVERKIDS :42.66 2 

63 内田　すみれ EVERKIDS :43.67 3 

62 吉田　智慧 EVERKIDS :44.21 4 

女子40才以上

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

入賞

入賞

入賞

入賞

女子30才代

クラブ名 順　位 備　考

女子中学生～29才以下

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

入賞

入賞
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26人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

88 佐々木　伸 シーハイル :44.89 1 

85 西野　宏 高崎クラブ :45.06 2 

72 丸橋　比佐士 アドヴァンス :45.28 3 

71 横田　裕一 市役所 :45.41 4 

81 小林　博樹 クシダ :45.49 5 

73 上野　節夫 クシダ :46.51 6 

80 関根　信雄 アドヴァンス :47.03 7 

79 長谷川　隆志 市役所 :47.20 8 

82 小板橋　俊介 シーハイル :47.42 9 

78 横坂　忠 高崎クラブ :49.10 10 

92 木戸　岩夫 シーハイル :50.11 11 

91 篠崎　仁作 クシダ :50.53 12 

75 長沢　啓一 EVERKIDS :51.68 13 

93 山田　秀弘 クシダ :53.94 14 

90 星野　天 高崎クラブ :54.40 15 

83 関口　智正 EVERKIDS :54.54 16 

95 亀井　英雄 クシダ :56.37 17 

70 佐藤　義生 高崎クラブ DF

74 青木　保雄 シーハイル DF

84 吉田　忠雄 ライネファミリー DQ

76 岩崎　浩 ONELINE DS

77 木檜　信次 ライネファミリー DS

86 吉田　和浩 アドヴァンス DS

87 笠原　和男 クシダ DS

89 中村　弘和 ライネファミリー DS

94 石脇　尚武 クシダ DS

男子60才以上

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

入賞

入賞

入賞

入賞
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24人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

108 高橋　文春 高崎クラブ :41.57 1 

123 :42.68 2 

121 高田　津樹夫 アラモード :43.71 3 

118 新井　鉄也 アラモード :43.89 4 

103 薗田　昌樹 クシダ :46.16 5 

115 橋本　桂一 シーハイル :46.33 6 

102 広瀬　眞陽 アラモード :47.15 7 

117 入澤　直樹 一般 :47.78 8 

109 佐藤　淳仁 一般 :48.26 9 

107 伊丹　高保 シーハイル :48.40 10 

116 鳥屋　高弘 高崎クラブ :50.39 11 

112 澤部　明宏 EVERKIDS :50.75 12 

104 高橋　大之 EVERKIDS :50.82 13 

113 小野塚　仁 沖電気 :51.30 14 

101 石原　信庸 一般 :53.38 15 

110 富樫　智浩 アラモード DF

114 中井　保幸 ONELINE DF

100 小林　健悟 高崎クラブ DS

105 井口　勉 沖電気 DS

106 眞庭　達也 ONELINE DS

111 桜井　信彦 クシダ DS

119 城田　雅之 クシダ DS

120 神保　篤 高崎クラブ DS

122 民部田　亘 クシダ DS

男子50才代

クラブ名 順　位 備　考

優勝

天田　徹也 市役所 準優勝

入賞

入賞

入賞

入賞
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6人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

130 深井　善朗 沖電気 :42.09 1

132 阿部　俊樹 アラモード :43.23 2

134 宮崎　良高 沖電気 :44.05 3

133 内田　昌宏 EVERKIDS :47.00 4

131 池田　貴明 高崎クラブ 1:07.61 5

135 神山　尚士 EVERKIDS DS

3人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

141 福島　建 市役所 :47.36 1 

140 澤部　慧 EVERKIDS DS

142 黒田　英孝 EVERKIDS DS

2人

ゼッケン 氏　　　名 タ　イ　ム

150 吉田　茂暉 EVERKIDS :38.53 1 

151 三浦　旭 EVERKIDS :39.97 2 

男子40才代

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝

入賞

入賞

入賞

男子30才代

クラブ名 順　位 備　考

優勝

男子中学生～29才以下

クラブ名 順　位 備　考

優勝

準優勝



～第４４回～

高崎ＣＵＰスキー大会


