
一般男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

1 谷田　智幸 タニダ トモユキ 正指導員 へそ曲りスキークラブ

2 飴野　拓 アメノ タク 正指導員 ポーラーベアースキークラブ

3 筒井　正浩 ツツイ マサヒロ テクニカル ＴＥＡＭ　愛と感謝

4 瀧野　宏樹 タキノ ヒロキ 正指導員 鉢伏スキークラブ

5 田中　貴之 タナカ タカユキ テクニカル ベルスキークラブ

6 松下　和誉 マツシタ カズノリ クラウン Nova's Nest

7 長田　敏雄 オサダ トシオ 正指導員 三菱電機神菱会スキー・スノーボード部

8 田中　利宏 タナカ トシヒロ 正指導員 伊丹スノークラブ

9 柳澤　隆 ヤナギサワ タカシ テクニカル このはなスキークラブ

10 荒川　知樹 アラカワ トモキ 準指導員 神戸ＦＳＣ

11 島　英樹 シマ ヒデキ 正指導員 伊丹スノークラブ

12 藤川　忠義 フジカワ タダヨシ 正指導員 ベルスキークラブ

13 安永　晴彦 ヤスナガ ハルヒウコ テクニカル 姫路レーシングチーム

14 梶原　寛之 カジハラ ヒロユキ テクニカル 神戸エコースキークラブ

15 山下　達也 ヤマシタ タツヤ 正指導員 佐用スキークラブ

16 藤原　友邦 フジワラ トモクニ 準指導員 バル・ガルディナスキークラブ

17 橋本　宜昭 ハシモト タカアキ 準指導員 スノーパンサー

18 梶谷　拓海 カジタニ タクミ 準指導員 ERFOLGスキークラブ

19 嘉藤　敦也 カトウ アツヤ テクニカル ザ・ファーストスキークラブ

20 川下　満 カワシタ ミツル テクニカル PAPASU SKI CLUB

21 塚正　洋平 ツカマサ ヨウヘイ クラウン Nova's Nest

22 坂井　博俊 サカイ ヒロトシ 正指導員 ファルコスキークラブ

23 上本　翔大 ウエモト ショウタ １級 ERFOLGスキークラブ

24 森田　慶輔 モリタ ケイスケ ヴィンテージスキークラブ

25 大久保　洵希 オオクボ ジュンキ 準指導員 ちくさスキークラブ

26 吉谷　康志 ヨシタニ ヤスシ 正指導員 やまとよスキークラブ

27 嶋田　一輝 シマダ カズキ １級 相生銀嶺スキークラブ
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一般男子

１班

№１～27



一般男子

28 小原　健 オハラ タケシ テクニカル 神戸市役所スキー部

29 宮内　淳平 ミヤウチ ジュンペイ 正指導員 西脇スキークラブ

30 山崎　幹夫 ヤマザキ ミキオ テクニカル ERFOLGスキークラブ

31 実積　佑季 ジツヅミ ユウキ 正指導員 ポーラーベアースキークラブ

32 平山　真二 ヒラヤマ シンジ クラウン PAPASU　SKI　 CLUB

33 山本　龍治 ヤマモト リュウジ １級 スノークレージースキークラブ

34 重実　勲 シゲザネ イサオ 準指導員 ちくさスキークラブ

35 清水　英文 シミズ ヒデフミ テクニカル 山陽特殊製鋼スキークラブ

36 大谷　和樹 オオタニ カズキ 準指導員 鉢伏スキークラブ

37 中野　吉宏 ナカノ ヨシヒロ 正指導員 このはなスキークラブ

38 篠崎　良将 シノザキ ヨシマサ １級 スノークレイジースキークラブ

39 川濱　大助 カワハマ ダイスケ 正指導員 Nova's Nest

40 京塚　啓太 キョウヅカ ケイタ 準指導員 ERFORGスキークラブ

41 木崎　敬之 キザキ ノリユキ 正指導員 このはなスキークラブ

42 寺﨑　大輔 テラサキ ダイスケ クラウン 明石市スキー協会

43 朝倉　誠二 アサクラ セイジ 準指導員 鉢伏スキークラブ

44 白井　和磨 シライ カズマ 準指導員 神戸ＦＳＣ

45 栗原　弘樹 クリハラ ヒロキ ヴィンテージスキークラブ

46 瀧本　義樹 タキモト ヨシキ １級 スノークレージースキークラブ

47 尾前　靖 オマエ ヤスシ 準指導員 バル・ガルディナスキークラブ

48 小畑　博 オバタ ヒロシ テクニカル ミエスキークラブ

49 松原　泰生 マツバラ ヤスオ 正指導員 スノーパンサー

50 藤本　成人 フジモト ナルヒト 準指導員 神鍋スキークラブ

51 前　直樹 ススメ ナオキ クラウン このはなスキークラブ

52 森本　浩 モリモト ヒロシ 準指導員 ポーラーベアースキークラブ

53 谷村　直輝 タニムラ ナオキ テクニカル スノークレージースキークラブ

54 浮田　直啓 ウキタ ナオヒロ クラウン 神戸ＦＳＣ

55 青田　皆樹 アオタ ミナキ 正指導員 ヴィンテージスキークラブ

シニアＡ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

101 小椋　由貴 オグラ ヨシキ テクニカル 姫路レーシングチーム

102 宮本　成章 ミヤモト ナリアキ クラウン 神戸エコースキークラブ

103 田中　悟広 タナカ サトヒロ テクニカル 一宮ライトスタッフスキークラブ

104 田靡　正和 タナビキ マサカズ １級 姫路市役所山とスキーの会

105 赤松　泰朗 アカマツ ヤスロウ テクニカル ヴィンテージスキークラブ

106 金子　浩文 カネコ ヒロフミ 正指導員 あじゃらスキークラブ

107 柴田　滋也 シバタ シゲヤ １級 ザ・ファーストスキークラブ

108 東口　好暢 ヒガシグチ ヨシノブ 正指導員 伊丹スノークラブ

シニアＡ

男子１班

№101～104

シニアＡ

男子２班

№105～108

一般男子

２班

№28～55



シニアＢ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

201 黒田　直樹 クロダ ナオキ 正指導員 山陽特殊製鋼スキークラブ

202 戸田　善幸 トダ ヨシユキ 正指導員 カングーロスポーツクラブ

203 池田　剛士 イケダ ツヨシ テクニカル ザ・ファーストスキークラブ

204 岸本　修作 キシモト シュウサク １級 ベルスキークラブ

205 田靡　陽一 タナビキ ヨウイチ クラウン 姫路市役所山とスキーの会

206 富島　正展 トミシマ マサノブ 正指導員 山陽特殊製鋼スキークラブ

207 田中　敏雄 タナカ トシオ 準指導員 あじゃらスキークラブ

208 中島　成人 ナカジマ ナルヒト 正指導員 神戸ＦＳＣ

209 小西　史裕 コニシ フミヒロ 正指導員 神鍋スキークラブ

シニアＣ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

301 横山　安夫 ヨコヤマ ヤスオ 正指導員 BONDS  SNOW  LAB

302 那須　哲男 ナス テツオ 正指導員 ヴィンテージスキークラブ

303 是枝　哲浩 コレエダ テツヒロ テクニカル ザ・ファーストスキークラブ

304 松井　一成 マツイ イッセイ 正指導員 伊丹スノークラブ

305 松木　唯志 マツキ タダシ 正指導員 あじゃらスキークラブ

シニアＤ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

401 中場　秀樹 ナカバ ヒデキ １級 スノークレージースキークラブ

402 水田　和人 ミズタ カズヒト １級 八鹿スキークラブ

403 平川　和仁 ヒラカワ カズヒト 正指導員 ザ・ファーストスキークラブ

シニアＢ

男子１班

№201～205

シニアＣ

男子

№301～305

シニアＤ

男子

№401～403

シニアＢ

男子２班

№206～209



一般女子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

1 戸田　勇気 トダ ユウキ クラウン カングーロスポーツクラブ

2 古﨑　陽香 コザキ ハルカ テクニカル ベルスキークラブ

3 津村　さとみ ツムラ サトミ 正指導員 グローリースキー部

4 上江洲　美樹 ウエス ミキ １級 温泉スキークラブ

5 横田　絵美 ヨコタ エミ テクニカル ベルスキークラブ

6 伊達　知美 ダテ トモミ 正指導員 山陽特殊製鋼スキークラブ

7 森田　千陽 モリタ チナミ 準指導員 朝来スキークラブ

8 田中　ちさと タナカ チサト １級 ベルスキークラブ

シニアＡ　女子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

101 赤松　あゆみ アカマツ アユミ 正指導員 カングーロスポーツクラブ

102 松木　真弓 マツキ マユミ テクニカル あじゃらスキークラブ

103 小倉　圭子 オグラ ケイコ 正指導員 ダイヤモンドスキークラブ

ジュニアの部

小学生

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

1 四辻　惇心 ヨツジ ジュンシン 一宮ライトスタッフスキークラブ

2 小嶋　大翔 コジマ ハルト

3 川上　寧々 カワカミ ネネ 一宮ライトスタッフスキークラブ

中学生

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

21 小谷口　修真 コタニグチ シュウマ

22 岸本　海月 キシモト ミヅキ １級 兵庫県中学校体育連盟スキー部

高校生

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

31 岸本　航汰 キシモト コウタ クラウン ベルスキークラブ

32 高田　萌菜 タカタ モナ

中学生

№21～22

高校生

№31～32

第41回兵庫県スキー技術選手権大会　出場者一覧

２０２０年１月１８日（土）～１９日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般女子

１班

№１～４

一般女子

２班

№５～８

シニアＡ

女子

№101～103

小学生

№１～３



一般男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

1 谷口　淳 タニグチ ジュン クラブウエスト

2 長野　悦史 ナガノ エツシ

3 加茂　政人 カモ マサト クラブウエスト

4 小谷　岳志 コタニ タカシ 大屋スキークラブ

5 太田　繕規 オオタ ヨシキ クラブウエスト

6 呉　舜 ゴ シュン

7 浅川　智弘 アサカワ トモヒロ クラブウエスト

8 高山　和也 タカヤマ カズヤ ＮＴＴスキークラブ

9 楠　智和 クスノキ トモカズ クラブウエスト

10 内藤　國雄 ナイトウ クニオ

11 光田　正人 コウダ マサト クラブウエスト

12 藤田　碧心 フジタ アオシ クラブウエスト

一般女子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

1 吉本　由里子 ヨシモト ユリコ クラブウエスト

2 手塚　由葵 テヅカ ユウキ

3 古角　穣 コカド ミノリ クラブウエスト

ジュニアの部

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

21 田中屋敷　虹士 タナカヤシキ ニジ クラブウエスト

22 大角　健介 オオカド ケンスケ

23 村岡　真之介 ムラオカ シンノスケ クラブウエスト

24 手塚　由萌 テヅカ ユメ 木村部屋

第３回兵庫県スノーボード技術選手権大会　出場者一覧

２０２０年１月１８日（土）　於：奥神鍋スキー場

一般女子

１ 班

№１～３

ジュニア

１ 班

№21～24

一般男子

１ 班

№１～12


