
クラウン・プライズ　 ６名

№ 氏　名 住所 № 氏　名 住所 № 氏　名 住所 № 氏　名 住所

1 小宮山　英一 東京都 2 田子　泰裕 群馬県 3 遠藤　新悟 神奈川県 4 横沢　隆弘 長野県

5 須藤　孝公 神奈川県 6 斉藤　　望 埼玉県 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

テクニカル・プライズ　２０名

№ 氏　名 住所 № 氏　名 住所 № 氏　名 住所 № 氏　名 住所

1 細谷　　洋 東京都 2 金子　　務 神奈川 3 野口　勝二 群馬県 4 菅原　　誠 埼玉県

5 小曽根　一宏 群馬県 6 牧野　采花 群馬県 7 角田　雅人 群馬県 8 長坂　垣良 千葉県

9 佐々木　康一 千葉県 10 丸井　修一 埼玉県 11 丸井　里絵 埼玉県 12 住谷　亮太 群馬県

13 窪田　正喜 神奈川県 14 池田　一樹 東京都 15 北澤　真由子 群馬県 16 古屋　純子 群馬県

17 山本　修司 東京都 18 島田　健一郎 茨城県 19 石原　一郎 群馬県 20 北爪　　快 群馬県

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 51



一級合格者（基礎スキー） 112 名

主管団体 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 小計

片　品 鍋内　和幸 鍋田　頼母 小峰　佑里奈 杉本　康男 山本　敦司 5

渡辺　康太 大西　健太 小貫　陽平 堀江　貴将 和泉　憲佳 5

中山　　悠 入沢　将好 山岸　裕司 藤本　順嗣 池田　安希 5

杉本　雄紀 1

恩田　浩行 山本　祐也 藤井　延幸 山口　礼椰 長島　瑞季 5

森本　遥菜 稲川　佑二郎 宮崎　　悠 鳰川　泰也 木村　友亮 5

渡邉　智大 1

（かたしな高原） 小野　匠美 日下　敬太 馬場　　聡 山崎　美代子 吉場　敦司 5

川野　雄大 佐藤　大知 清水　吉朗 仙石　進悟 高山　　遥 5

菊池　宏之 山崎　義男 北澤　真由子 3

原　　健太 齋藤　寛鎮 桜田　　務 荻野　太一 川島　英浩 5

中村　　繁 加藤　壱雄 大館　　浩 北江　弘幸 牧田　浩二 5

戸根川　智也 峰岸　正篤 西垣　　愛 3

結城　真希 木村　拓真 関　奈々星 島　　里志 大山　有ニ 5

田村　浩康 木内　尚樹 棚橋　保徳 橋本　岳志 西島　　壯 5

沼澤　雄哉 藤生　健作 冨澤　一郎 本山　尚史 北沢　泰之 5

藤田　和明 小平　　充 中井　　稔 河村　幸司 酒井　実生 5

白石　善紀 1

鈴木　優美 関　　英将 藪下　恵子 永田　直樹 稲葉　なぎさ 5

川島　幸治 植向　祐治 2

草　津

（尾瀬戸倉）

（オグナ）

（岩　鞍）

鹿沢スノーエリア

川　場

（丸　沼）

（サエラ）



主管団体

土屋　智美 竹渕　隆宣 三輪　政継 石黒　広明 土屋　稚史 5

和栗　伸治 田中　祐一 木原　一雄 高橋　良樹

奥利根 箕輪　里佳子 石川　　慧 平山　正幸 宮崎　則幸 皆川　　楓 5

中島　　創 五月女　亨世 2

米田　竜介 神保　達也 青木　真哉 高橋　宗一郎 4

水上（宝台樹） 小池　孝幸 1

吉野　　佑 町田　涼子 田牧　眞二 田牧　祐一 4

石田　茂之 1

吾　妻 高橋　治男 1

あずま 星野　道夫 中村　郁哉 2

安　中

太　田

桐　生 有本　　哲 大曽根　香織 2

六　合 井手　望月 1

甘　楽

藤　岡 塚本　英夫 1

県　庁

高体連

山田　　豊 有薗　敦子 2

中之条

長野原

前　橋

計 112

たんばら

伊勢崎

高　崎

万　座

嬬　恋

スノーフェアリー

ノルン水上



ジュニア一級合格者 23 名

主管団体 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 小計

あずま

太　田

高　崎 吉野　都馬 平沼　未菜 2

柳沢　小春 杉山　　綾 横堀　太一 狩野　維織 松井　拓己 5

大澤　俊輔 小林　桜子 松村　咲菜 正田　尚輝 4

片品(岩鞍）

角田　泰聖 久保田　陸斗 2

桜井　聖也 松井　優芽 2

万座ＳＳ

高森　美花 1

田口　彩奈 1

沼　田

渋　川

吉　岡

前　橋 斎藤　光樹 荻野　智紀 江原　達也 3

長野原 酒井　航輝 久保田　和輝 久保田　元輝 3

計 23

川　場ＳＳ

たんばら

スノーフェアリー

伊勢崎

鹿　沢ＳＳ

嬬　恋ＳＳ

片品(かたしな）



スノーボード１級合格者　 9 名

主管団体 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 氏　名 小計

片　品（岩鞍） 小林　悠人 北風　裕一 吉野　正忠 3

嬬　恋

万　座

塚越　友和 矢嶋　夏希 2

中沢　弘志 清水　尚貴 時田　武紀 須田　博之 4

9

鹿　沢

高　崎

草　津
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