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団体戦結果
チーム名 クラブ 選手１ 得点 選手２ 得点 選手３ 得点 選手４ 得点 選手５ 得点 団体得点 順位

ハッシャオーライ クリスティー 小林 寿夫 1017 鈴木 章文 1017 山﨑 友貴 987 宮地 直人 982 立田 和久 1015 3019 1
ヤング ＢＥ－ＩＮ 武藤 直広 1014 岡治 雅人 986 中里 浩介 1030 平野 智也 990 伊藤 光祐 1012 3016 2
リベルテ★イケイケSKI リベルテＳＣ 後藤 哲 991 広瀬 英樹 1006 李 裕一郎 1007 深田 潤 993 興梠 憲志朗 1010 3006 3
スノウプラウスキーボーイズ スノウプラウスキーファミリー 梅村 知巳 0 高井 悠貴 1020 伊豆原 陽介 1003 竹中 宜史 986 岡本 亮 1009 2998 4
チームマイスターストウィク 愛知学校スキー協議会 三浦 裕明 1005 塚本 慎司 1010 伊藤 正浩 1003 藤木 亮介 980 小池 悠介 988 2996 5
M.O.S.T. M.O.S.T. 伊藤 康行 993 志水 康紀 998 丹羽 聡 1015 城 隼人 990 猪口 聡明 961 2981 6
バンフライ デンソーバンフライＳＣ 芦野 秀幸 994 加藤 春美 960 外山 和宏 981 山下 剛志 1006 松尾 一心 1007 2981 6
東海スキーA 東海スキー研究会 安川 之人 999 中里 康生 1011 紀藤 晃徳 981 加藤 彰吾 0 上野 修平 994 2974 8
東海フレンドスキークラブ 東海フレンドスキークラブ 内藤 博孝 1020 石原 哲二 977 加藤 晋也 1004 根前 啓介 965 佐々木 要 985 2966 9
ヤングマン ＢＥ－ＩＮ 宮原 利至 975 森 慎太郎 977 渡辺 迪太 1001 前田 雄一郎 1005 小路 隆司 975 2953 10
中日スキー 中日スキー友の会競技部 高井 郁寿 989 伊藤 誠至 960 北原 亘 990 武藤 克佳 973 山田 将寛 1003 2952 11
イビデン アポプレキシア 田垣 隆司 978 山村 信一郎 982 早川 蔵人 990 若林 つとむ 978 意眞 哲也 992 2950 12
リベルテ★ガンガンSKI リベルテＳＣ 小林 聖知 985 杉浦 錠夫 969 山田 剛 987 丸山 勝巳 995 青木 誠 976 2948 13
CLUB DoingXX ＣＬＵＢ Ｄｏｉｎｇ 小林 貫太 972 平野 裕貴 1007 藤原 貴之 997 若林 つとむ 978 0 0 2947 14
NOWいぜDojng ＣＬＵＢ Ｄｏｉｎｇ 布瀬 健太郎 998 伊藤 正洋 1001 杉本 慶徳 1009 江場田 邦淳 946 0 0 2945 15
アサヒレーシングA スキーチームアサヒレーシング 古小路 益宏 0 渡辺 徹 989 矢島 照大 1007 天野 真 981 溝口 信宏 970 2940 16
ねねちゃんズAチーム ちくさＳＣ 戸松 英二 972 大塚 隆志 1008 佐久間 眞 1003 丹羽 英太郎 964 遠山 博 955 2939 17
ワンオアエイト 　 ブーフーウー 高井 宏明 1016 鶴見 文雄 992 山下 隆弘 980 坂本 崇 0 平林 一文 962 2934 18
Claim Doing ＣＬＵＢ Ｄｏｉｎｇ 水田 久道 987 太田 貴弘 975 大塚 孔二 996 鈴木直樹 969 0 0 2931 19
リベルテ★バンバンSKI リベルテＳＣ 杉本 倍身 954 白戸 一郎 996 澤田 英雄 996 近藤 進 965 今泉 和久 968 2929 20
はなまる アクト１０ 久田 悟 964 高木 優 981 石川 昌義 965 石井 健志 980 丸野 純 973 2918 21
東海スキーB 東海スキー研究会 杉山 和彦 950 柴田 章史 971 仲 隆之 974 阿南 剛 958 宮沢 琢也 996 2903 22
はなのきスキーチームA 愛知県庁はなのきＳＣ 大竹 紀夫 985 田上 健治 961 酒井 哲史 970 野田 峰憲 962 片桐 礼博 963 2895 23
ホット ホットクラブ 岩田 顕彦 941 倉俣 吉将 967 萩野 紘一 975 加藤 文洋 954 寺島 秀幸 965 2886 24
ハーフアンドハーフ ＢＥ－ＩＮ 増谷 博昭 958 畑本 泰史 955 奥村 栄一郎 957 白井 誠也 968 鷲見 昇 966 2881 25
チームかいせチルドレン 星ヶ丘スキークラブ 八木 寛 0 小川 信博 970 三品 崇 989 飯島 拓也 964 林 高茂 947 2881 25
ミドル ＢＥ－ＩＮ 小御門 孝明 976 久保 誠 964 久保 博 954 森 道弘 946 今井 康博 938 2864 27
アダルト ＢＥ－ＩＮ 宮原 実 938 川村 健 951 加藤 智哲 947 瀬口 知之 942 古川 均 971 2840 28
PINK Doing ＣＬＵＢ Ｄｏｉｎｇ 曽田 祥弘 989 樗木 雅彦 955 大林 幹嗣 939 安藤 正剛 0 0 0 1894 29
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