
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

５０+
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 50+
開始時間 9:00 AM 男子Point Value 8

2021年3月11日（木）
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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1 121 200950019363 村田 斉康 ﾑﾗﾀ ﾅﾘﾔｽ 東海 TEAM MORISPO 15
右2 123 201840001463 中根 徹 ﾅｶﾈ ﾄｵﾙ 中部 山梨県連 52
右3 125 199560019363 小幡 達也 ｵﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 西日本 TEAM TURNS 54
右4 127 198940000563 三村 豊 ﾐﾑﾗ ﾕﾀｶ 中部 ウインドボーイ 80
右5 129 201260002663 井形 幸二 ｲｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 西日本 木村部屋 82
右6 131 199960018363 八木 勝嗣 ﾔｷﾞ ｶﾂｼ 西日本 Guns and BOARDWORKS 90
右7 133 201520003963 儀同 孝之 ｷﾞﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 東北 会津若松Snowboard Team 91
右8 135 200060024263 石山 貴啓 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 西日本 TEAM　MORISPO 100
右9 137 199260030263 鈴木 章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 西日本 TEAM TURNS 108
右10 139 201530015263 平野 哲男 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 関東 GSS EAST 139
右11 141 200676012063 木下 功 ｷﾉｼﾀ ｲｻｵ 西日本 ジャミングクルー 150
右12 143 200950008763 森 雅生 ﾓﾘ ﾏｻｵ 東海 MINDS 169
右13 145 199930122563 木内 勇雄 ｷﾉｳﾁ ｲｻｵ 関東 胸突八丁 174
右14 147 199760028963 草川 孝博 ｸｻｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 西日本 TEAM SPOLAN 183
右15 149 201850009463 中村 泰也 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ 東海 Ｓ．Ｍ．Ｃ 197
右16 151 199050023063 堀 吉秀 ﾎﾘ ﾖｼﾋﾃﾞ 東海 Ｂｏｂｂｉｓｈ
右17 153 199430091863 滝 勝美 ﾀｷ ｶﾂﾐ 関東 T-plate
右18 155 200230189463 湯澤 一 ﾕｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 関東 GSS EAST
右19 157 199710045663 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 北海道 TEAM MOCO

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1 122 201540001963 川口 倫正 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾁﾏｻ 中部 ウインドボーイ 37
左2 124 200260050963 浅井 淳一 ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 西日本 bee house 1S 53
左3 126 200530125463 黒田 幸男 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷｵ 関東 Team Victoria 61
左4 128 200940014963 坂本 秀 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳ 中部 OS Gate Club 81
左5 130 199640063463 新井 聡 ｱﾗｲ ｻﾄｼ 中部 schneider 85
左6 132 200910001563 木賊 憲彦 ﾄｸｻ ﾉﾘﾋｺ 北海道 ホクトスポーツ 91
左7 134 199240010363 酒井 秀也 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾔ 中部 チーム古龍 91
左8 136 199140018563 岡村 重光 ｵｶﾑﾗ ｼｹﾞﾐﾂ 中部 山梨県連 102
左9 138 201840014863 榑沼 崇 ｸﾚﾇﾏ ﾀｶｼ 中部 OS Gate Club 135
左10 140 199560014163 車田 真弘 ｸﾙﾏﾀﾞ ﾏﾋﾛ 西日本 XYZ GANG ROCKERS 139
左11 142 201730000963 本間 雅人 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾄ 関東 GSS EAST 159
左12 144 199160013863 細野 章人 ﾎｿﾉ ｱｷﾋﾄ 西日本 bee house 1S 171
左13 146 201030020463 篠木 幸一郎 ｼﾉｷﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 関東 胸突八丁 179
左14 148 200530096263 堀越 一洋 ﾎﾘｺｼ ｶｽﾞﾋﾛ 関東 Team Victoria 188
左15 150 201730017663 中村 太 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾄｼ 関東 チームヴィクトリア
左16 152 201530014163 小山 博 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 関東 前橋市役所スキー部スノーボードレーシング

左17 154 201650004663 藤田 恵介 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 東海 follow’s
左18 156 200250002963 田中 順一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東海 DOPE×ARROWS
左19 158 199550017863 細部 弘樹 ﾎｿﾍﾞ ﾋﾛｷ 東海 Ｓ．Ｍ．Ｃ


