
2021年4月11日（日）

Hakuba47ウインタースポーツパーク　(長野県)

競技委員長 金井　明伸 Hakuba47SBS コース名 R-2 最下部

ミドル・ショート全長 150 m

ジャッジ 竹内　水輝 KAGAYAKING フリー全長 m

山口　貴史 KAGAYAKING 最大斜度 °

谷口　淳 KAGAYAKING 平均斜度 18 °

標高差 m

スタート審判 吉田　さおり Hakuba47SBS スタート地点標高 m

計時計算係 中山　結生 Hakuba47SBS ゴール地点標高 m

開始時間 10:00a.m.

天候 ☀

ビギナー女子

ｽﾀｰﾄ順 BIB 氏名 ｼﾒｲ 所属・チーム名

ﾐﾄﾞﾙ 1, ﾌﾘｰ 1 1 飯塚 楓花 イイヅカ フウカ

ｼｮｰﾄ 1 2 村上 夏菜 ムラカミ ナツナ チームマイア

ビギナー男子

ｽﾀｰﾄ順 BIB 氏名 ｼﾒｲ 所属・チーム名

ﾐﾄﾞﾙ 1 11 上田 晃弘 ウエダ アキヒロ 上田親子

12 徳長 武 トクチョウ タケシ club WJA & club  MIA 

13 大内 誠悟 オオウチ セイゴ Carve Junkie

14 宮武 しゅう ミヤタケ シュウ

15 鍋島 綾 ナベシマ リョウ

16 忍足 拓海 オシダリ タクミ 47ボード塾

17 棚瀬 正貴 タナセ マサキ 無し

18 田中 一成 タナカ カズアキ

19 楠 智和 クスノキ トモカズ クラブウエスト

20 西 忠幸 ニシ タダユキ クラブウエスト

ｼｮｰﾄ 1 21 中島 啓朝 ナカシマ ヒロト

22 西田 利宏 ニシダ トシヒロ

23 石脇 健 イシワキ ケン

24 樋口 雄一 ヒグチ ユウイチ 雪板塾

25 上田 創生 ウエダ ソウセイ 上田親子

26 福本 浩司 フクモト コウジ クラブウエスト

27 沓名 崇 クツナ タカシ

28

29

30

ﾌﾘｰ 1 31

Hakuba47 SnowChallenge2021
テクニカル選手権

公式スタートリスト



オープン女子

ｽﾀｰﾄ順 BIB 氏名 ｼﾒｲ 所属・チーム名

ﾐﾄﾞﾙ 1 101 菅沼 いずみ スガヌマ イズミ ウエストスノーボードスクール

102 松島 真莉恵 マツシマ マリエ

103 下澤 由貴 シモザワ ユキ

104 横山 明香 ヨコヤマ サヤカ ウエストスノーボードスクール

105 南 裕子 ミナミ ヒロコ

ﾌﾘｰ 1 106 山田 靖美 ヤマダ ヤスミ

107 元山 悠子 モトヤマ ユウコ

108 加藤 蒼 カトウ アオイ

109 鍋島 美紀子 ナベシマ ミキコ

110 竹生 英里香 タコウ エリカ

ｼｮｰﾄ 1 111 村上 咲来 ムラカミ サクラ チームマイア

112 岡江 志和 オカエ シオ

113 芦田 珠実 アシダ タマミ ウエストスノーボードスクール

114 佐々木 彩乃 ササキ アヤノ エッジ

115 吉本 由里子 ヨシモト ユリコ クラブウエスト

116 仲上 可奈子 ナカガミ  カナコ ウエストスノーボードスクール



オープン男子

ｽﾀｰﾄ順 BIB 氏名 ｼﾒｲ 所属・チーム名

ﾐﾄﾞﾙ 1 131 福嶋 勇希 フクシマ ユウキ

132 栁澤 圭悟 ヤナギサワ ケイゴ 黒姫スノーボーディングスクール

133 北村 大樹 キタムラ ダイキ 黒姫スノーボーディングスクール

134 大野 友暉 オオノ ユウキ

135 藤田 碧心 フジタ アオシ 藤田兄弟

136 高山 和也 タカヤマ カズヤ クラブウエスト

137 石田 満仁 イシダ ミツヒト シナノマチホルツスノーボーディングスクール

138 五十嵐 智 イガラシ サトル

139 高橋 優君 タカハシ マサキミ ウエストスノーボードスクール

140 吉田 幸平 ヨシダ コウヘイ

ｼｮｰﾄ 1 141 藤井 大聖 フジイ タイセイ

142 平井 駿也 ヒライ シュンヤ ウエストスノーボードスクール

143 安川 友美 ヤスカワ トモミ OTT

144 両角 裕文 モロズミ ヒロフミ

145 松谷 祐貴 マツタニ ユウキ

146 金守 毅 カネモリ ツヨシ ＰＬＵＳ．Ｓ　テクニカル部

147 笹谷 昌彰 ササヤ マサアキ

148 炭竈 茂徳 スミカマ シゲノリ チームマイア

149 衛藤 大悟 エトウ ダイゴ ウエストスノーボードスクール

150 田中 克幸 タナカ カツユキ

ﾌﾘｰ 1 151 菅野 裕太 スガノ ユウタ mzkids

152 吉田 海 ヨシダ ウミ

153 大槻 祐也 オオツキ ユウヤ

154 古藤 慎太郎 コトウ シンタロウ

155 鍋島 徹 ナベシマ トオル

156 福山 翔星 フクヤマ ショウセイ REGALIA

157 加茂 政人 カモ マサト

158 伊澤 智博 イザワ トモヒロ

159 有田 拓馬 アリタ タクマ REGALIA

160 青木 友己 アオキ ユウキ

161 藤田 陸斗 フジタ リクト 藤田兄弟

162 吉久 信之 ヨシヒサ ノブユキ

163 門司 浩輝 モンジ ヒロキ チームマイア

164 磯貝 悟 イソガイ サトシ

165 佐藤 温斗 サトウ ハルト えぼしスノーボードスクール

166 鳥井 伸泰 トリイ ノブヤス

167 榊原 拓磨 サカキバラ タクマ チームマイア

168 鈴木 竜弥 スズキ タツヤ

169 日脇 透也 ヒワキ　トウヤ グラスホッパー


