
ﾋﾞﾌﾞ 氏　名 加盟団体 所属団体 ﾋﾞﾌﾞ 氏　名 加盟団体 所属団体

1 浅井　泰詞 東京都 ホリディスキークラブ 61 青田　維也 千葉県 我孫子スキークラブ

2 朝比奈　知春 埼玉県 さいたま市スキー連盟 62 赤上　義雄 茨城県 御前山スキースーボードクラブ

3 阿部　富夫 茨城県 鉾田市スキー連盟 63 阿部　仁 長野県 中野市スキークラブ

4 安中　恵美 神奈川県 バディースキークラブ 64 天谷　麻紀 東京都 エーデル・スキー・クラブ

5 石田　賢二 東京都 ホワイトスタースキークラブ 65 新井　和宏 東京都 やまくじら

6 石塚　有希 新潟県 松代スキー協会 66 新居　裕騎 東京都 エーデル・スキー・クラブ

7 入沢　英伸 東京都 ときスキークラブ 67 有村　綾乃 山梨県 パノラマスノーアカデミーＳＣ

8 江部　貴之 栃木県 那須塩原スノースポーツクラブ 68 安藤　則行 東京都 タントスキークラブ

9 大滝　久子 東京都 国分寺市スキー連盟 69 飯島　倫 神奈川県 三浦シーハイル

10 小澤　健司 山梨県 ＲＦＫスキークラブ 70 飯塚　正治 神奈川県 スノーラヴァーズ

11 小澤　千恵 東京都 武蔵野市スキー連盟 71 石崎　悠 東京都 シゲチャンスキーストゥーディオ

12 小俣　宣行 東京都 白馬スキークラブ 72 伊藤　裕子 東京都 武蔵野市スキー連盟

13 加藤　恭朗 埼玉県 坂戸市スキー連盟 73 伊藤　正章 長野県 須坂スキークラブ

14 加藤　知伸 東京都 ウィッツ 74 伊藤　路子 東京都 スキークラブ・ツヴァイテ

15 北村　　保 新潟県 六日町スキークラブ 75 井上　三津子 東京都 日本白稜スキー同人

16 北村　美穂 東京都 ジーファクトリー 76 今井　優子 長野県 戸隠スキークラブ

17 木村　　裕 東京都 小金井市スキー連盟 77 植木　　孝 栃木県 今市スキー協会

18 黒澤　仁一 東京都 ラッセルスキークラブ 78 上原　　環 東京都 スカブラ・クラブ

19 小久保　紀義 神奈川県 大和スキー同好会 79 打矢　丈典 千葉県 我孫子スキークラブ

20 小島　邦隆 埼玉県 朝霞市スキー連盟 80 内山　優子 栃木県 小山市スキー協会

21 小曽根　一広 群馬県 川場スキークラブ 81 榎本　茂樹 東京都 シゲチャンスキーストゥーディオ

22 坂本　初美 埼玉県 蕨市スキー連盟 82 蛯澤　隆幸 東京都 トルベ・コムラード

23 佐藤　元春 埼玉県 春日部スキー連盟 83 遠藤　公文 埼玉県 久喜市スキー連盟

24 佐藤　幸夫 東京都 八王子スキー連盟 84 大崎　庸介 新潟県 吉川スキークラブ

25 澤　　円 東京都 カジマスキークラブ 85 大堀　陽子 東京都 小金井市スキー連盟

26 清水　　徹 埼玉県 さいたま市スキー連盟 86 岡村　智美 東京都 山と高原スキークラブ

27 清水　章子 東京都 サンフィッシュSUNFISH 87 小島　　明 茨城県 下妻市スキークラブ

28 下　　雅裕 埼玉県 上尾市スキー連盟 88 小田切　貴士 東京都 シュプールスキークラブ

29 鈴木　雅博 東京都 Ｔ．Ｐ．Ｓクラブ 89 尾中　潤一郎 栃木県 宇都宮スキー協会

30 須藤　　勝 埼玉県 入間市スキー連盟 90 小野　　隆 群馬県 甘楽スキークラブ

31 須藤　典夫 群馬県 高崎市スキー連盟 91 小野寺　徳義 埼玉県 久喜市スキー連盟

32 瀬川　ヒロ子 東京都 スキークラブ・ツヴァイテ 92 加藤　ここ 東京都 Ｋ．Ｓ．Ｃ

33 瀧田　一夫 東京都 ジーファクトリー 93 金谷　利至 栃木県 おおひらスキー協会

34 武内　君美 新潟県 湯沢スキ-協会 94 金子　真子 長野県 車山スキークラブ

35 武江　大輔 新潟県 赤倉銀嶺スキークラブ 95 金子　奈美 長野県 薮原スキークラブ

36 田中　　孝 埼玉県 さいたま市スキー連盟 96 河﨑　英夫 栃木県 宇都宮スキー協会

37 田中　和貴 千葉県 ヨシキスキークラブ 97 木村　暢達 神奈川県 東芝スキークラブ

38 千葉　陽子 東京都 日立製作所本社スキー部 98 木村　廣起 神奈川県 三菱重工スキー山岳部

39 土屋　　晃 東京都 ラッセルスキークラブ 99 倉林　敬雪 群馬県 高崎市スキー連盟

40 坪根　　真 長野県 木島平スキークラブ 100 栗城　新吾 山梨県 峡東スキークラブ

41 鳥羽　早苗 長野県 白馬村スキークラブ 101 栗山　未来 新潟県 GALA湯沢スキークラブ

42 中島　幸仁 新潟県 安塚スキークラブ 102 黒神　拓児 群馬県 群馬県庁スキークラブ

43 中村　道夫 長野県 長門スキークラブ 103 神津　正昭 長野県 菅平高原スキークラブ

44 夏目　　裕 長野県 上田スキークラブ 104 小日向　健 東京都 クリスタルスキークラブ

45 林　　正人 東京都 Ｔ．Ｐ．Ｓクラブ 105 駒井　恭子 長野県 南佐久スキークラブ

46 林　　善伸 神奈川県 チームエアー 106 駒形　紬 新潟県 守門スキークラブ

47 平澤　英治 長野県 白馬村スキークラブ 107 小山　わたる 東京都 ＫＤＤＩスキークラブ

48 平田　富美代 東京都 スノーキャップスキークラブ

49 広井　茂道 新潟県 西川スキークラブ

50 藤岡　良仁 茨城県 スカディスキークラブ

51 松平　興二 長野県 茅野市スキー協会 【公式掲示板】
52 間宮　啓子 東京都 東京スポーツマンクラブ

53 宮本　覚 長野県 白樺高原スキークラブ ① 岩鞍リゾートホテルロビー（ホワイトボード）
54 宿岩　寿恵 長野県 南佐久スキークラブ

55 山田　昌史 神奈川県 ジャンボスキークラブ

56 山中　さやか 新潟県 苗場スノースポーツクラブ

57 吉田　収作 東京都 八王子スキー連盟

58 若林　辰弥 山梨県 ふじてんスノーリゾートスキークラブ

59 渡邉　泰孝 東京都 多摩市スキー連盟
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ﾋﾞﾌﾞ 氏　名 加盟団体 所属団体 ﾋﾞﾌﾞ 氏　名 加盟団体 所属団体

108 五月女　　雄 埼玉県 坂戸市スキー連盟 155 林　　正人 長野県 飯山市スキークラブ

109 坂井　孝雄 新潟県 二王子ニノックススキークラブ 156 荊沢　貞夫 山梨県 ツゥモロースキークラブ

110 坂谷内　陽子 東京都 チームヤーカン 157 半田　寛 新潟県 塩沢スキークラブ

111 佐藤　賢一 東京都 ビーエス21東京 158 伴野　祐生 長野県 志賀高原スキークラブ

112 佐藤　亮太 長野県 小諸スキークラブ 159 日暮　三季兄 新潟県 塩沢スキークラブ

113 里見　泰宏 東京都 京王電鉄スキークラブ 160 平沢　基樹 長野県 駒ヶ根スキークラブ

114 澤部　　慧 群馬県 高崎市スキー連盟 161 平松　晴美 埼玉県 富士見市スキー連盟

115 重田　道保 神奈川県 でんぐすきークラブ 162 蛭間　翔子 東京都 ユーエスエムアール

116 篠塚　進幸 埼玉県 越谷市スキー連盟 163 福原　悦男 栃木県 小山市スキー協会

117 柴田　夏香 東京都 スカブラ・クラブ 164 古屋　修 群馬県 あずまスキークラブ

118 鈴木　一郎 埼玉県 和光市スキー連盟 165 星野　武士 群馬県 片品スキークラブ

119 鈴木　聖貴 神奈川県 トライアルスキークラブ 166 星野　祐二 群馬県 川場スキークラブ

120 鈴木　圭一 東京都 警視庁スキークラブ 167 堀川　敦章 山梨県 清里スキークラブ

121 鈴木　武志 神奈川県 日立横浜スキー部 168 堀切　良浩 東京都 杉並区スキー連盟

122 鈴木　晴男 埼玉県 幸手市スキー連盟 169 本間　佳史 新潟県 GALA湯沢スキークラブ

123 須藤　慎一 東京都 スノータンネットクラブ 170 正木　大祐 長野県 菅平高原スキークラブ

124 砂長　強 新潟県 苗場スノースポーツクラブ 171 班目　健樹 東京都 パススキークラブ

125 関口　晃子 東京都 ミッツ 172 松本　健 東京都 スキークラブ・ツヴァイテ

126 芹澤　宗満 山梨県 大泉スキークラブ 173 水越　栄司 栃木県 足利スキー協会

127 高澤　賢哉 東京都 ＥＳＭスキークラブ 174 水沼　由佳 栃木県 宇都宮スキー協会

128 高波　太一 新潟県 アインススキークラブ 175 水原　俊介 東京都 ベーシックスキークラブ

129 高橋　あかね 群馬県 群馬県庁スキークラブ 176 三縄　陽季 千葉県 NICE

130 髙橋　直美 長野県 木島平スキークラブ 177 宮　　里美 東京都 ラッチ（RACH)

131 高橋　茉生 茨城県 スカディスキークラブ 178 宮崎　英樹 群馬県 嬬恋村体育協会スキー部

132 武富　康久 千葉県 ピティスキークラブ 179 宮脇　優 長野県 駒ヶ根スキークラブ

133 竹本　雅詔 神奈川県 三菱電機大船スキー部 180 村上　修司 東京都 港区スキー連盟

134 田子　泰裕 群馬県 高崎市スキー連盟 181 村松　一希 東京都 練馬区スキー協会

135 橘　　香樹 神奈川県 ヴィヴァントスキークラブ 182 本山　徳一 長野県 志賀高原スキークラブ

136 田中　頌平 長野県 小谷村体育協会 183 山内　望 神奈川県 湘南スキークラブ

137 田中　大士 長野県 中野市スキークラブ 184 山下　美与志 新潟県 直江津スキークラブ

138 田村　　勉 群馬県 川場スキークラブ 185 山田　　勤 東京都 ときわスキークラブ

139 千葉　総一 東京都 八王子スキー連盟 186 山田　保夫 東京都 ホワイトウイングススキークラブ

140 堤　　　聡 埼玉県 さいたま市スキー連盟 187 山本　修司 東京都 やまくじら

141 戸川　悠季 東京都 青山学院大学イフ基礎スキー 188 山本　亮介 長野県 志賀高原スキークラブ

142 仲内　　昇 茨城県 牛久市スキークラブ 189 由井　愛一郎 長野県 川上スキークラブ

143 中川　和彦 神奈川県 平塚スキークラブ 190 横山　茂樹 千葉県 ベラークスノークラブ

144 仲佐　昭彦 長野県 上田スキークラブ 191 吉井　　隆 新潟県 二王子ニノックススキークラブ

145 中島　一人 埼玉県 三郷市スキー連盟 192 吉澤　　聡 東京都 クラブワン

146 中村　恵一 栃木県 足利スキー協会 193 吉岡　貴子 埼玉県 上里町スキー連盟

147 中村　武 栃木県 東武スキークラブ 194 吉田　　浩 群馬県 吾妻スキークラブ

148 中村　英之 茨城県 土浦市体育協会スキー部 195 吉田　美幸 山梨県 甲府パラレルスキークラブ

149 中村　泰之 山梨県 河口湖スキークラブ 196 吉田　美彦 東京都 メティースキークラブ

150 永易　佐和 千葉県 SEVENスキークラブ 197 吉原　久史 東京都 港区スキー連盟

151 成田　正一 埼玉県 本庄市スキー連盟 198 吉村　丈治 新潟県 直江津スキークラブ

152 成田　渉 茨城県 ヤマトスキークラブ 199 依田　豊樹 神奈川県 パナソニック横浜スキー部

153 外立　仁司 新潟県 安塚スキークラブ 200 渡部　優美 埼玉県 越谷市スキー連盟

154 畠山　茂信 東京都 ＫＤＤＩスキークラブ

【公式掲示板】

① 岩鞍リゾートホテルロビー（ホワイトボード）
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