
23年度技術選手権予選総合成績表男性シード選手以外
順位　　　順位

小回り:　大回り

厄ib~~~高名 

147 l ｣_1旦6 俚):��亮太 ���#Sc"�

中川 ���^C#Ss��

;212 伜(ﾞ��貴志:2517 

.94 ��:HﾋB�陽介■2525 ト-一一一一一一 l LA8 ��B�博幸.24633 

;205 ��ﾉ�｢�毅: �#Sc"�

｢71 凛y62�和久: �#S����

57 ��:��清文≡ �#S#R�

138 ��:��刺 �#S3B�

209 傅ﾉ�ﾂ�信博250.__ll 

122 伜)62�将衰~~~~■24633 

llo6 凭冦��章文251_7 

｢-- l86 ��:��豊24538 

159 ���62�泰2517 

i写芸 ��Y,ｲ�孔二2517≡ 
郷 �'�ﾜc#Cs#Ｓ�

93 冤駭ﾂ�敏美24633; 

;148 ��冏ｲ�慶徳:24358… 

l31 傴ﾉOb�一心24728喜 

[11-≡ ���"�ｭｸ�"�高幸.24822毒 準士 �#C3SΥ�
l164 �,ｹ�2�洋平 �#Cc33ｲ�

166 亊ｸ�"�勝巳 �#C�#"��#C��S｢�

l14 ���ﾂ�之人 

!34 俚)nﾂ�高城 �#C��Sｲ�
l66 凭冦��卓真 �#C#c����

:75 132 ����$���裕一郎 聡 謄#CS3Υ�鉉l�'驅几�"�

151 伜)fｲ�洋恵~~ �#C��1-5-~｢ 

182 ��ｸ���勝雄 峯�#C��22: 

217 舒)62�借樹 �#C2�58 

85 傴ﾈ亦�光司 �#3��__99_ 

115 俘)m��則昌243 �58 

l127 俚(�盈��要248 �22 

l L___128 l~133 :181 冩i�ﾂ�扞m��雄大249 �15. 

孝吉249 �15~~7 38; 

蘇 ��ﾙ;�#CR�

:191 �冢ﾂ�剛250 冤l 

L,:≡. 兌ﾙnﾂ�智也239■99… 

渡辺 伊藤 �4�#Cc33ｲ�

武史248 �22. 

15 俥9YB�浩司 謄#Cr�28; 

l33 俘(ﾙr�良門237.120; 

65 l �ｩ�｢�辛 �#CS3����

巳117- 傅ﾉ}��勇 �#C3SΥ�

119 凭冦��将仁 �#CCSCｲ�

.2 �(iz"�康生 �#CS3��

92 l113 捧6驗��淳平 �#C3S����

相川 佇��24538 

136 ��ﾈﾞ��正治 �#C��#Cr�･15 

193 �(h輦�達也 凵c28 ーi13 �5inﾂ�雅亡 �#C"�69 

129 �5inﾂ�.'i士 JE=Iじヽ �#CB�54 

141 ��ﾉ�2�司249 剄ﾈ1-5 i 

25 ��8撮�正浩244 冓54 

155 冢ﾉ62�貴之240 �86 

173 �>�:��博孝242 �69 

189 亊b�正義241 �78 

;201 倅�b�高裕麺 �69 

135 伜)62�康太郎242.69 

｢i9,1 兢�ｼｲ�69&B�礼博‥24538 隆司24178 

36 傅ﾉ'"�悠介23999 

順位　　_｣些些

司り-　大回り規小回り
制 総合　総合

得点　順位

SKlTEAMSEED 

1 �4�8ｨ5�6X4(�ｲ�

SKlTEAMSEED 

リベルテSC 

東海スキー研究会 

リベルテSCl 

sKlTEAMSEEDl 

リベルテSC 

M.0.S.T. 

名教sc 

蒲郡SC 
■∪18 �,98xﾘ(ﾕ｢�

SCウルル 
l l 囘ﾉk韈9�ﾈ支ｺh檍5�4ﾈ�ｹYB�

東海フレンドスキークラブ巳 

スノウブラウスキープアミリ丁_ 

ト- 囘ﾉ69,ｨⅲ胤��(ｧ�5�4ﾈ�ｹYB�
東海スキー研究会: 

CLUBDoingl 

BE-ⅠN｣ 

スキーチームアサヒレーシング; 

ニックモツクスキークラブ 

クリスティー 

∪18 �$Rﾖﾄ��

スキ二王二冬型レーシング 

トライアングル 

トライアングル 

東海スキー研究会 

愛知学校スキー協塾蔓- 

BE-lN 

リベルテSC 

iBE-ⅠN 
lBE-ⅠN 

スキーチームアサヒレ-シング垂 

∪1d �8ｨ7�8ｸ6U42�SKlTEAMSEED 

愛知学校スキー協議阜_ー 

アクト10 

東海フレンドスキークラブ 

リベルテSC 

SKlTEAMSEED 

三菱自動車岡崎スキー部 

愛知県庁はなのきsc 

アポプレキシア 

愛知学校スキー協議会 
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23年度技術選手権予選総合成績表男性シード選手以外
順位　　　順位

回¢~　~一　大回り小回り:

Bi｢.~~高名-I 

62 伜(ﾞ��光 �#3井�?｣"��

216 傅ﾉ''鈔�洋一面 �#3討�_99; 

｢~-46 ��:��晋也 �#CX�33����蒔ZZR箚闔ｪR簫闔ｨ蒔2�

61 伜(ﾏｲ�鍵 �#3討�99; 

97 ��:��大地 �#CS｢�38_至 

105 �:�ﾋB�貴之 �#3討�99｣ 

134 僮(ﾌｲ�二郎 �#CR��甲l 

175 ��I,ｲ�5inﾂ�保革 i I■t �#3h�2�ー30■ 

16 剴#C�｣s��

6d �68�2�健治■23999 

;17-i- 俑�醴�数道■24358 

73 �ﾉnﾂ�英樹24538 

力 凛yhﾒ�正臣l �#3づ��#ｲ�

:32 俘(ｻB�正都喜 �#3R�138; l 86; 

42 伜)62�剛l 妻輔 弐C��

44 ��ﾈﾋB�弐CR�38… -64 俚)nﾂ�真也l �#3��99; 

88 �>��ﾂ�靖 �#Cr�28j 130 

102 傅ﾉ�ﾂ�慎太些 �#3b�

169 �6饐2�智己 �#CB�54 
~~~1う-4 俑��"�if)久 �#3s�#��

198 兀餾B�幸治24086 

163 �)hﾏｲ�HｸﾋB�聡明238112 

39 剔ｽ聞245.38｣ 

T114 冢ﾈﾏｲ�~~~~矢面.丁~云8112… 

186 僮i62�英雄243 凵ﾟ58∴ 

l197 僣ｹnﾂ�紘一 �#C��;86… 

_2_18 l7 抱ﾔhﾛ����nﾂ�周平 �/凅ｵﾒ�
秀幸 

■178 ���62�雅宏 �#C��96: 86 

183 ��Y'ﾂ�紀夫 ��C��

215 ��Y62�天竜239.99 

28 冢�8r�照大242 凵ﾟ69 

:87 伜(屬�剛志23_7 凵ﾟ120_≡ 

107 �(in��-平;245 �1 3畢; 

1-~69 152 �:�m��~~夷介…2i8 刪�･一1 22! 

奥村 ��ｩ��…237 ��#��

158 傴ﾉOb�武司 謄#C"�69! ____l 

l162 ��ｨﾙr�史博 姪#C��78; 

l13 冲ﾈ･r�健 �#3b�;ー30≡ 

｢12 礼鉗霓�:��進:239 �;99; 

116 �:�62�祐司 �#3b�_130 166; 

145 �-(6ﾙ>��管-ト諾 

156 �����冤lZ 

5 亳x､7鈔�譲 �#C�ッ�

184 ���62�啓介 �#C�ッ�

192 ��I:��一郎24086 

41 壷m�>��章23999; → 
ト-一一一一一 137 �(i8w鉗鈔�聡 �#C3SΥ�

171 凭冦��大成 �#3��s����

■185 仞�62�倭 寡 �#C3S����

187 鈴Jｩm���#3��99■ 

188 �H�2�佳典 �#3r�120 

48 綴ｦｦ����久展;241 �78 

5年 124 ���ﾂ�直道■235 �138 

松山 ��Yt3#3B���Cb�

194 �h���孝行_____237 �1号0 

53 傅ﾉ}��一一十 貫太240 �;86 

l58 冏��拓嗣24178 

51 ��I:��徹235138 

95 俑ｩ���~冦��啓介24086 

104 剄誌@ �#3涛��

lt2ー ��:��春美 �#CS3��

PAGE: 2

選手計: 197名

u18　　　　所属団体名称:

PAO

リベルテSC

東海フレンドスキークラブ

スノウブラウスキーZz主せ-

スポーツアルヘCン･スキ-クラ7.

CLUB Doing

リベルテSC

金森スポー狸!.__

スキーチームアサヒレーシング

愛知県庁はなのきsc

チームスカイ
一宮市スキー連盟 

デンソ-バンフライSC 

;U18 �Hﾔ��Ykﾉ6Hﾘ)9乂xﾕ｢�

リベルテSC 

ビッグバードSC 

SKlTEAMSEED 

愛知学校スキー協議会 

CLUBDoing 

デンソ-バンフライSC 

リベルテSC 

エキスパートSC: 

-.-一芸芸.sTL｣ 

愛知県庁はなのきscl 

リベルテSC 

ホットクラブ 

ロンサムSC 

デンソ-バンフライSC 

CLUBDoing 

愛知県庁はなのきSC｣ 
l CL拠_-｣ 

スキーチームアサヒレーシング喜 

デンソ-バンフライSC 

SKlTEAMSEED. 

愛知学校スキー協議会 

BE-lN 

フォルテSC 

CLUBDoing 

PÅo 

リベルテSC 

スポーツアルヘoン.スキークラブ 

】エキスパート早!し____ 

呈SC横の会 
!　　sKl TEAM SEED

ロンサムSC 

一宮市スキー連盟 

中日スキー友の会競技部 

PADDLECLUBNGY 

スキーチームアサヒレーシングi 

sKⅠTEAMSEED■ 

星ケ丘スキークラブ 

CLUBDoing 

CLUBDoingl 

l l r �4x4ﾈ5�7��ｸ6u42�

PÅo 

スポーツ7ルヘ○ン.スキ-クラ7' 

CLUBDoing 

愛知学校ス千二箪蔓草 

ビッグバードSC 

東海フレンドスキークラブ 

リベルテSC 

デンソ-バンフライSC 
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23年度技術選手権予選総合成績表男性シード選手以外
順位.　　順位

小回り:　大回り

BiL氏名~~~ 
211 �-�励ﾗ鉉[iu兀�6Y)ｨ�?��

ll 礼鉅揵}�ﾌ9(W�"�(x硝e"���#3v��#C���120j 78… 

108 

168 俛Ym��治好｢ �#3Υ�11~2 

43 176 ド-一一 179 L208 ���｢�智仁;238; �112 

準革 蘇 佶(耳��#C�ッ�

正樹232158 

増谷 僣顯｣#3#�S��

l83 兌ﾙ}��一文235:1381 

｢.盲㌻~~~ l ��Y8r�東面 �#3"ﾔ��158__≡ 

｢.1わ l 149 �y=ｷ鉗鈔�貴志 �&��｢�#C"�381 

河村 ���ﾒ�田����

18 礼�8ﾉ62�司 �#3r�120; 

38 儖hﾞ��雅浩!235 �138■ 

22 ���ﾊ��l宜晃 亮平 ��"�s3B�69! 

157 �ｩ'���146_ 

26 僮(撮�~~康太≡ �##��s��

144 亶i62�憲司232158 

12 ���ﾂ�邦浩24178 

29 俔ﾘ冓62�邦淳23414-6二 

47 �ﾉgｲ�貴意~~~235i15-台~≡ 

63 僮h撮�謙志‥231 兩166 

;67 傅ﾈﾎInR�孝明 �#3��166… 

165 ��ﾉOb�重範 �#3B�1461 L___｣ 

125 俥(ﾏｲ�佳弘 �#3b�130! 

118 傅ﾉ}��洋仁 �#3F��Cb�

195 ��h撮�崇平i �#3#�S��

;210 伜),2�立也233155 
■23 ��62�雅治237 凵ﾟ120≡ 

52 兀�62�登志夫喜234 冓146; 13岳1 

202 伜)gｲ�一昭 �#3R�

L26-6-I 侘9�ﾂ�~~葡 �#6��1…71 

!9 仗�62�~~~膏哀丁亘 �#"ﾓ��
■103 ��Ynﾂ�広喜 ��#3b�L130! l L158… 

37 ��)m��健光 �#3"�

6 儖8ﾏｲ�幹洋 ��#6��…146 

146 ��:��;早 �#33�SR�

68 俔ﾘﾏｲ�和隆 �#3���"�

123 ��:��晴規 �#3#�S��

126 俾ﾙ6��正嗣235138 

199 傅ﾉ8r�昭236130. 

l35 ��88ﾒ�知之234146… 

t27 �;�62�貴士 �##��x6r�

;76 ｢91 傴ﾉ�｢�唯章~~~ �#33�SS｢�

高地 冰H樞�234~146… 

8 ��Xﾈ��真也 �#3��##R�#9����;ー66∴ 妻175 !158 

204 �H�2�大 

17 亶ｸﾋB�衰 

111 �ﾉ62�聖治221 �176 

96 兌ﾙnﾂ�進彦219 �177 174 

56 L ��撮�健治226 

154 ��ｩ�"�昭一0178岳 

3 �$｢�徳之…0178… 

4 俚(�盈��~哲朗 ���s��

21 ��:��久 ���s��

24 做�62�敏和 鑓���s�r�

49 ��伜"�秦 ���___lli 

55 倅�ﾗ��裕明 玲��178 

59 �丶ﾂ�潤一 ���Ll_ヱむ 

74 舒)62�直樹■0 �178 

丁-79 82 ��ｨ�2�寛0 �178 
~~盲村 �5Hﾗ3�｣�s��

99 ���62�秀和0_.17甲 

順位　　　順位

小回り 大回り規
刺 総合　総合

得点　順位
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選手計: 197名

u18　　　　所属団体名称ニ

スノウ蒜,7諾!,アミリ_
プープーウー

]

_　東海ろキー研究会

スキーチームアサヒレーシング

春日井SC

デンソーバンフライSC~T~一宮右京亭二重畢

i___ -kN_
】　　　　プープーウー

デンソ-バンフライSC 

岐阜コモ=PSC 
二宮市スキー連盟｢ l 

スポーツアルヘDン.スキ-クラフ● 

三菱自動車岡崎スキー部 

∪柑+ �6x8�484�984�8ｲ�

愛知学校スキ｢協議会 

SKⅠTEAMSEED 

SKⅠTEAMSEED 

NGHOT&CRAZY 

新日本スキー研究会 

チームスカイ 

SKlTEAMSEED 

BE-ⅠN 

スポーツアルヘoン.スキークラ7' 

三菱自動車岡崎スキー部 

BE-lN 

sKⅠTEAMSEED! 

スキーチームアサヒレーシング 

BE-ⅠN 

クリスティー 

SKlTEAMSEED 

BE-ⅠN 

SKlTEAMSEED 

愛知学校スキー協議会 

中日スキー友の会競技部 

愛知県庁はなのきS⊆｣.･. 

PÅo 

SKI TEAM SEED

愛知学校スキー笹室垂

リベルテSC

BE-IN

一宮市スキー連盟

キューt:'ックスノウデモスキーチーム

lBE-ⅠNl ---+. 

リベルテSC 

∪18 �$RﾘuD��

BE-ⅠN 

新日本スキー研究会 

エリアSC 

PÅo 

愛知県庁はなのきSC 

SKⅠTEAMSEED 

新日本スキー研究会 

愛知学校スキ-協議会 

U18 儺ﾉ&ﾘﾊy*�,ﾘ,�,ﾈ*ｹ��2��愛知県立-宮西高等学校 

スノウブラウスキーファミリー 

SKlTEAMSEED 

BE-ⅠN 

201 1/01/29



23年度技術選手権予選総合成績表男性シード選手以外
順位

小回り二

5-ii~氏名-~~~~ 

101 �inﾈ棠,8ﾘﾂ������s��

｣39 �ｩgｲ��)m��亮 ���s��

1T2"~~~~ 剄N輔0178 

153 冢ﾉu"�峰憲 ���s��

T67 172 �(hﾚ｢�将雄 ���s��

牧山 石塚 礼鉗餾"����0178 

203 剴��s��

207 �,ｹgｲ�慎司 ���s��

頑位　　順位　　　順位

大回り　　小回り　;:大回り規
制 総合　総合

PAGE: 4

選手計: 197名

u18　　　　所属団体名称:

スキーチームアサヒレ-

碧]スノウブラウスキーフア

179　　　　　　日18

179　　0　∃ 179

179　　0

179　　0

中日_ろキー友の会競技革

愛知県庁はなのきsc

PÅo
l

蔓ケ丘スキークラブ　_　｣

慧霊芝誌㌢｣
l

l

技術代表gri&ン　競技委員長∠//--ク汐も一-
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