
栂池高原スキー場（長野県）

第39回JSBA全日本スノーボード選手権大会

オープン男子
公式スタートリスト

コース名 栂池チャンピオンゲレンデ

技術代表 米津 英樹 JSBA 全　長 350 m
競技委員長 山下 浩司 JSBA 全　幅 20 m
コース係長 花岡 保 JSBA 最大斜度 17 °
主　　審 山形 人士 JSBA 平均斜度 13 °
副　　審 中山 結生 JSBA 標高差 90 m
スタート審判係長 足立 正人 JSBA スタート地点標高 900 m
フィニッシュ審判係長 小西 由哲 JSBA ゴール地点標高 810 m

旗門数 0
コースセッター 木村 智裕 JSBA
計時計算係長 山谷 有美　 JSBA 競技会カテゴリー G1

年齢カテゴリー オープン男子
開始時間 9:00 AM 男子Point Value 8

2021年3月11日（木）



オープン男子

右コーススタートリスト

ｽﾀｰﾄ ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名
右1 301 201310008153 山田 博貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 北海道 チームホクトスポーツ 59
右2 303 201360002743 武川 慎 ﾀｹｶﾜ ｼﾝ 西日本 XYZ GANG ROCKERS 1
右3 305 201820000723 櫻井 裕希 ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 東北 TEAM SAMURAI SunFlower 11
右4 307 199650076863 浅田 順 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東海 DOPE×ARROWS
右5 309 201260007263 長友 幸一 ﾅｶﾞﾄﾓ ｺｳｲﾁ 西日本 木村部屋 2
右6 311 199020014363 工藤 英昭 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｱｷ 東北 SG・HANELU'Z 14
右7 313 200150059963 浅野 智徳 ｱｻﾉ ﾄﾓﾉﾘ 東海 DOPE×ARROWS 9
右8 315 199860046263 広瀬 隆行 ﾋﾛｾ ﾀｶﾕｷ 西日本 TEAM　MORISPO 17
右9 317 199340037263 井出 祐樹 ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 中部 山梨県連 19
右10 319 200160111563 大西 武司 ｵｵﾆｼ ﾀｹｼ 西日本 TEAM　MORISPO 22
右11 321 202050003223 真山 浩太朗 ﾏﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 東海 TEAM MORISPO 24
右12 323 201920001123 高橋 知也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 東北 TEAM SAMURAI 28
右13 325 199350012063 野田 義喜 ﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 東海 follow’s 32
右14 327 200420000363 福田 由徳 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 東北 Factors 35
右15 329 199240006363 河田 良夫 ｶﾜﾀ ﾖｼｵ 中部 ランプジャック 45
右16 331 200730081463 渡會 薫 ﾜﾀﾗｲ ｶｵﾙ 関東 GSS EAST 58
右17 333 201430007363 松本 拓己 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 関東 胸突八丁 67
右18 335 200760010063 船田 英生 ﾌﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 西日本 XYZ GANG ROCKERS 78
右19 337 202040009323 海老名 等 ｴﾋﾞﾅ ﾋﾄｼ 中部 ウインドボーイ 84
右20 339 200540029763 嶋崎 希典 ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾚｽｹ 中部 和泉クラブ 87
右21 341 201973021623 酒井 晃平 ｻｶｲ ｺｳﾍｲ 関東 GSS EAST 103
右22 343 200940003563 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 中部 ウインドボーイ 120
右23 345 200040018363 西沢 聡一郎 ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 中部 schneider 144
右24 347 200250063863 藤原 雄志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼ 東海 MINDS 146
右25 349 201630019343 阿部 俵大 ｱﾍﾞ ﾋｮｳﾀ 関東 KING×ROYALHILL 156
右26 351 200630037763 三木 俊行 ﾐｷ ﾄｼﾕｷ 関東 HARDROCKSNOW 163
右27 353 202060004563 白石 祐司 ｼﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 西日本 木村部屋 173
右28 355 201930060963 渡部 亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 関東 186
右29 357 201650005853 高橋 大悟 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｺﾞ 東海 Nomugi Kurve Projekt 198
右30 359 201430005063 角田 真吾 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 関東 Team Victoria 207
右31 361 199710000163 湯川 賢二 ﾕｶﾜ ｹﾝｼﾞ 北海道 フィクション
右32 363 201230004963 澤村 幸司 ｻﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 関東 HARDROCKSNOW
右33 365 201871003523 石川 諒 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ 北海道 TEAM MOCO
右34 367 201460001233 山本 翔大 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 西日本 TEAM TURNS
右35 369 199730047863 真島 敬 ﾏｼﾏ ﾀｶｼ 関東 胸突八丁



左コーススタートリスト

ｽﾀｰﾄ ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名
左1 302 201250017033 兼松 直生 ｶﾈﾏﾂ ﾅｵｷ 東海 BELLS WORKS 63
左2 304 200140061163 米倉 大介 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 中部 山梨県連 3
左3 306 200130009663 佐伯 栄治 ｻｴｷ ｴｲｼﾞ 関東 ビーズイースト 7
左4 308 202071009023 入野 皓太 ｲﾘﾉ ｺｳﾀ 北海道 RISE 65
左5 310 199830164463 奈良 泰伸 ﾅﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 関東 千束道場dream 6
左6 312 201340008923 良川 健太 ﾖｼｶﾜ ｹﾝﾀ 中部 W.M 13
左7 314 201360003753 大森 厚毅 ｵｵﾓﾘ ｱﾂｷ 西日本 XYZ GANG ROCKERS 16
左8 316 199540033963 小林 弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ 中部 schneider 18
左9 318 201720006363 尾形 浩二 ｵｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 東北 20
左10 320 201650006233 矢部 聖晴 ﾔﾍﾞ ｷﾖﾊﾙ 東海 TEAM MORISPO 23
左11 322 199450010963 永谷 友英 ﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾋﾃﾞ 東海 じゃん☆だら☆りん 26
左12 324 201960017163 宇仁 隆太 ｳﾆ ﾘｭｳﾀ 西日本 BREAKOUT 31
左13 326 201060003463 済木 圭太 ｻｲｷ ｹｲﾀ 西日本 bee house 1S 33
左14 328 201340008133 伊藤 天 ｲﾄｳ ﾃﾝ 中部 白馬ジュニア 41
左15 330 201340011833 伊藤 康太 ｲﾄｳ ｺｳﾀ 中部 白馬ジュニア 48
左16 332 200950009063 藤田 良秀 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 東海 スノサウルス 62
左17 334 201260011923 山本 隼也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 西日本 TEAM TURNS 75
左18 336 201976003323 藤本 雅史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 西日本 木村部屋 83
左19 338 202050000323 西脇 海晴 ﾆｼﾜｷ ﾐﾊﾙ 東海 じゃん☆だら☆りん 86
左20 340 201550002863 横山 健 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 東海 スノサウルス 88
左21 342 201776001723 領家 響 ﾘｮｳｹ ｷｮｳ 西日本 木村部屋 110
左22 344 201460003923 平井 駿也 ﾋﾗｲ ｼｭﾝﾔ 西日本 bee house 1S 138
左23 346 200350017963 平野 克典 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾉﾘ 東海 アイズレーシング 146
左24 348 201230002263 須藤 高太郎 ｽﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 関東 HARDROCKSNOW 153
左25 350 201950011063 鈴木 崇弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東海 DOPE×ARROWS 157
左26 352 201750002923 小池 輝匠 ｺｲｹ ｷｼｮｳ 東海 BELLS WORKS 167
左27 354 201730010763 原 剛志 ﾊﾗ ﾂﾖｼ 関東 胸突八丁 178
左28 356 200550019663 飯野 高洋 ｲｲﾉ ﾀｶﾋﾛ 東海 MINDS 193
左29 358 202030015723 廿樂 大輝 ﾂﾂﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 関東 胸突八丁 198
左30 360 201530002363 藪野 達哉 ﾔﾌﾞﾉ ﾀﾂﾔ 関東 team MR-TUNE 211
左31 362 200060001263 吉村 大介 ﾖｼﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 西日本 TEAM　MORISPO
左32 364 201530057653 山川 豊 ﾔﾏｶﾜ ﾕﾀｶ 関東 TEAM佐々木塾
左33 366 199250016663 神谷 忠一 ｶﾐﾔ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 東海 じゃん☆だら☆りん
左34 368 201950012753 田尾 一朗 ﾀｵ ｲﾁﾛｳ 東海 follow’s


