
一般男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

1 山代　脩一朗 ヤマシロ シュウイチロウ クラウン nova`s nest skiclub

2 森田　慶輔 モリタ ケイスケ クラウン ヴィンテージスキークラブ

3 瀧野　宏樹 タキノ ヒロキ 正指導員 バル・ガルディナスキークラブ

4 小畑　博 オバタ ヒロシ テクニカル ミエ　スキークラブ

5 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

6 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

7 筒井　正浩 ツツイ マサヒロ テクニカル TEAM 愛と感謝

8 島　英樹 シマ ヒデキ 正指導員 伊丹スノークラブ

9 松下　稜 マツシタ リョウ クラウン ヴィンテージスキークラブ

10 塚正　洋平 ツカマサ ヨウヘイ クラウン Nova's Nest

11 大谷　和樹 オオタニ カズキ 準指導員 鉢伏スキークラブ

12 谷田　智幸 タニダ トモユキ 正指導員 へそ曲がりスキークラブ

13 川濱　大助 カワハマ ダイスケ 正指導員 Nova's Nest

14 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

15 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

16 岸本　航汰 キシモト コウタ クラウン ベルスキークラブ

17 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

18 田中　貴之 タナカ タカユキ テクニカル ベルスキークラブ

19 大久保　洵希 オオクボ ジュンキ 準指導員 ちくさSC

20 四辻　一昭 ヨツジ カズアキ テクニカル 一宮ﾗｲﾄｽﾀｯﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21 山崎　幹夫 ヤマザキ ミキオ 準指導員 ERFOLGスキークラブ

22 藤川　忠義 フジカワ タダヨシ 正指導員 ベルスキークラブ

第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【１種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子

１班

№１～22



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【１種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

23 小原　健 オハラ タケシ テクニカル 神戸市役所スキー部

24 井垣　尚也 イガキ ナオヤ 準指導員 ホワイトヒーロー関西SC

25 荒川　知樹 アラカワ トモキ 準指導員 神戸FSC

26 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

27 栗原　弘樹 クリハラ ヒロキ クラウン ヴィンテージスキークラブ

28 田中　利宏 タナカ トシヒロ 正指導員 伊丹スノークラブ

29 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

30 前　直樹 ススメ ナオキ クラウン このはなスキークラブ

31 宮本　誠大 ミヤモト セイタ テクニカル 神戸エコースキークラブ

32 宮内　淳平 ミヤウチ ジュンペイ 正指導員 西脇SC

33 山本　 大央 ヤマモト ヒロオ テクニカル 一宮ライトスタッフ

34 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

35 山下　達也 ヤマシタ タツヤ 正指導員 佐用スキークラブ

36 白井　和磨 シライ カズマ 準指導員 神戸FSC

37 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

38 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

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

40 清水　英文 シミズ ヒデフミ テクニカル 山陽スキークラブ

41 松下　拓未 マツシタ タクミ ヴィンテージスキークラブ

42 嶋田　一輝 シマダ カズキ １級 相生銀嶺スキークラブ

43 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

シニアＡ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

101 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

102 金子　浩文 カネコ ヒロフミ 正指導員 あじゃら

103 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

104 仲義　工 ナカギ タクミ １級 但東SC

105 西村　敏明 ニシムラ トシアキ 準指導員 神戸ＦＳＣ

シニアＡ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

106 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

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 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

109 栗田　雅規 クリタ マサノリ １級 川重スキークラブ

110 後　隆幸 ウシロ タカユキ １級 但東SC

111 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

一般男子

２班

№23～43

シニアＡ

男子

１班

№101～105

シニアＡ

男子

２班

№106～111



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【１種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

シニアＢ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

201 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

202 富島　正展 トミシマ マサノブ 正指導員 山陽スキークラブ

203 釜谷　悦三 カマタニ エツゾウ 準指導員 大屋スキークラブ

204 武内　將洋 タケウチ マサヒロ １級 イーグレットスキークラブ

205 岸本　修作 キシモト シュウサク １級 ベルスキークラブ

シニアＢ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

206 赤松　泰朗 アカマツ ヤスロウ 準指導員 ヴィンテージスキークラブ

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 豊永　雅典 トヨナガ マサノリ 正指導員 佐用スキークラブ

209 藤岡　匡 フジオカ タダシ １級 ヴィンテージスキークラブ

シニアＣ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

301 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

302 田中　英之 タナカ ヒデユキ 正指導員 大屋スキークラブ

303 松井　一成 マツイ イッセイ 正指導員 伊丹スノークラブ

304 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

305 中島　 成人 ナカジマ ナルヒト 正指導員 神戸FSC

306 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

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

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

404 松木　唯志 マツキ タダシ 正指導員 あじゃらスキークラブ

405 水田　和人 ミズタ カズヒト １級 八鹿スキークラブ

シニアＣ

男子

№301～306

シニアＤ

男子

№401～405

シニアＢ

男子

１班

№201～205

シニアＢ

男子

２班

№205～209



一般男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

6 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

7 筒井　正浩 ツツイ マサヒロ テクニカル TEAM 愛と感謝

8 島　英樹 シマ ヒデキ 正指導員 伊丹スノークラブ

9 松下　稜 マツシタ リョウ クラウン ヴィンテージスキークラブ

10 塚正　洋平 ツカマサ ヨウヘイ クラウン Nova's Nest

11 大谷　和樹 オオタニ カズキ 準指導員 鉢伏スキークラブ

12 谷田　智幸 タニダ トモユキ 正指導員 へそ曲がりスキークラブ

13 川濱　大助 カワハマ ダイスケ 正指導員 Nova's Nest

14 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

15 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

16 岸本　航汰 キシモト コウタ クラウン ベルスキークラブ

17 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

18 田中　貴之 タナカ タカユキ テクニカル ベルスキークラブ

19 大久保　洵希 オオクボ ジュンキ 準指導員 ちくさSC

20 四辻　一昭 ヨツジ カズアキ テクニカル 一宮ﾗｲﾄｽﾀｯﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21 山崎　幹夫 ヤマザキ ミキオ 準指導員 ERFOLGスキークラブ

22 藤川　忠義 フジカワ タダヨシ 正指導員 ベルスキークラブ

1 山代　脩一朗 ヤマシロ シュウイチロウ クラウン nova`s nest skiclub

2 森田　慶輔 モリタ ケイスケ クラウン ヴィンテージスキークラブ

3 瀧野　宏樹 タキノ ヒロキ 正指導員 バル・ガルディナスキークラブ

4 小畑　博 オバタ ヒロシ テクニカル ミエ　スキークラブ

5 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

第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【２種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子

１班

№１～22



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【２種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

28 田中　利宏 タナカ トシヒロ 正指導員 伊丹スノークラブ

29 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

30 前　直樹 ススメ ナオキ クラウン このはなスキークラブ

31 宮本　誠大 ミヤモト セイタ テクニカル 神戸エコースキークラブ

32 宮内　淳平 ミヤウチ ジュンペイ 正指導員 西脇SC

33 山本　 大央 ヤマモト ヒロオ テクニカル 一宮ライトスタッフ

34 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

35 山下　達也 ヤマシタ タツヤ 正指導員 佐用スキークラブ

36 白井　和磨 シライ カズマ 準指導員 神戸FSC

37 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

38 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

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

40 清水　英文 シミズ ヒデフミ テクニカル 山陽スキークラブ

41 松下　拓未 マツシタ タクミ ヴィンテージスキークラブ

42 嶋田　一輝 シマダ カズキ １級 相生銀嶺スキークラブ

43 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

23 小原　健 オハラ タケシ テクニカル 神戸市役所スキー部

24 井垣　尚也 イガキ ナオヤ 準指導員 ホワイトヒーロー関西SC

25 荒川　知樹 アラカワ トモキ 準指導員 神戸FSC

26 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

27 栗原　弘樹 クリハラ ヒロキ クラウン ヴィンテージスキークラブ

シニアＡ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

102 金子　浩文 カネコ ヒロフミ 正指導員 あじゃら

103 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

104 仲義　工 ナカギ タクミ １級 但東SC

105 西村　敏明 ニシムラ トシアキ 準指導員 神戸ＦＳＣ

101 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

シニアＡ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

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 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

109 栗田　雅規 クリタ マサノリ １級 川重スキークラブ

110 後　隆幸 ウシロ タカユキ １級 但東SC

111 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

106 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

シニアＡ

男子

２班

№106～111

一般男子

２班

№23～43

シニアＡ

男子

１班

№101～105



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【２種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

シニアＢ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

202 富島　正展 トミシマ マサノブ 正指導員 山陽スキークラブ

203 釜谷　悦三 カマタニ エツゾウ 準指導員 大屋スキークラブ

204 武内　將洋 タケウチ マサヒロ １級 イーグレットスキークラブ

205 岸本　修作 キシモト シュウサク １級 ベルスキークラブ

201 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

シニアＢ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

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 豊永　雅典 トヨナガ マサノリ 正指導員 佐用スキークラブ

209 藤岡　匡 フジオカ タダシ １級 ヴィンテージスキークラブ

206 赤松　泰朗 アカマツ ヤスロウ 準指導員 ヴィンテージスキークラブ

シニアＣ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

302 田中　英之 タナカ ヒデユキ 正指導員 大屋スキークラブ

303 松井　一成 マツイ イッセイ 正指導員 伊丹スノークラブ

304 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

305 中島　 成人 ナカジマ ナルヒト 正指導員 神戸FSC

306 小西　史裕 コニシ フミヒロ 正指導員 神鍋スキークラブ

301 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

シニアＤ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

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

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

404 松木　唯志 マツキ タダシ 正指導員 あじゃらスキークラブ

405 水田　和人 ミズタ カズヒト １級 八鹿スキークラブ

401 中場　秀樹 ナカバ ヒデキ １級 スノークレージー

シニアＢ

男子

１班

№201～205

シニアＢ

男子

２班

№205～209

シニアＣ

男子

№301～306

シニアＤ

男子

№401～405



一般男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

12 谷田　智幸 タニダ トモユキ 正指導員 へそ曲がりスキークラブ

13 川濱　大助 カワハマ ダイスケ 正指導員 Nova's Nest

14 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

15 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

16 岸本　航汰 キシモト コウタ クラウン ベルスキークラブ

17 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

18 田中　貴之 タナカ タカユキ テクニカル ベルスキークラブ

19 大久保　洵希 オオクボ ジュンキ 準指導員 ちくさSC

20 四辻　一昭 ヨツジ カズアキ テクニカル 一宮ﾗｲﾄｽﾀｯﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21 山崎　幹夫 ヤマザキ ミキオ 準指導員 ERFOLGスキークラブ

22 藤川　忠義 フジカワ タダヨシ 正指導員 ベルスキークラブ

1 山代　脩一朗 ヤマシロ シュウイチロウ クラウン nova`s nest skiclub

2 森田　慶輔 モリタ ケイスケ クラウン ヴィンテージスキークラブ

3 瀧野　宏樹 タキノ ヒロキ 正指導員 バル・ガルディナスキークラブ

4 小畑　博 オバタ ヒロシ テクニカル ミエ　スキークラブ

5 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

6 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

7 筒井　正浩 ツツイ マサヒロ テクニカル TEAM 愛と感謝

8 島　英樹 シマ ヒデキ 正指導員 伊丹スノークラブ

9 松下　稜 マツシタ リョウ クラウン ヴィンテージスキークラブ

10 塚正　洋平 ツカマサ ヨウヘイ クラウン Nova's Nest

11 大谷　和樹 オオタニ カズキ 準指導員 鉢伏スキークラブ

第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【３種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子

１班

№１～22



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【３種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

33 山本　 大央 ヤマモト ヒロオ テクニカル 一宮ライトスタッフ

34 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

35 山下　達也 ヤマシタ タツヤ 正指導員 佐用スキークラブ

36 白井　和磨 シライ カズマ 準指導員 神戸FSC

37 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

38 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

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

40 清水　英文 シミズ ヒデフミ テクニカル 山陽スキークラブ

41 松下　拓未 マツシタ タクミ ヴィンテージスキークラブ

42 嶋田　一輝 シマダ カズキ １級 相生銀嶺スキークラブ

43 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

23 小原　健 オハラ タケシ テクニカル 神戸市役所スキー部

24 井垣　尚也 イガキ ナオヤ 準指導員 ホワイトヒーロー関西SC

25 荒川　知樹 アラカワ トモキ 準指導員 神戸FSC

26 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

27 栗原　弘樹 クリハラ ヒロキ クラウン ヴィンテージスキークラブ

28 田中　利宏 タナカ トシヒロ 正指導員 伊丹スノークラブ

29 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

30 前　直樹 ススメ ナオキ クラウン このはなスキークラブ

31 宮本　誠大 ミヤモト セイタ テクニカル 神戸エコースキークラブ

32 宮内　淳平 ミヤウチ ジュンペイ 正指導員 西脇SC

シニアＡ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

103 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

104 仲義　工 ナカギ タクミ １級 但東SC

105 西村　敏明 ニシムラ トシアキ 準指導員 神戸ＦＳＣ

101 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

102 金子　浩文 カネコ ヒロフミ 正指導員 あじゃら

シニアＡ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

109 栗田　雅規 クリタ マサノリ １級 川重スキークラブ

110 後　隆幸 ウシロ タカユキ １級 但東SC

111 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

106 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

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 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

シニアＡ

男子

２班

№106～111

一般男子

２班

№23～43

シニアＡ

男子

１班

№101～105



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【３種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

シニアＢ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

204 武内　將洋 タケウチ マサヒロ １級 イーグレットスキークラブ

205 岸本　修作 キシモト シュウサク １級 ベルスキークラブ

201 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

202 富島　正展 トミシマ マサノブ 正指導員 山陽スキークラブ

203 釜谷　悦三 カマタニ エツゾウ 準指導員 大屋スキークラブ

シニアＢ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

208 豊永　雅典 トヨナガ マサノリ 正指導員 佐用スキークラブ

209 藤岡　匡 フジオカ タダシ １級 ヴィンテージスキークラブ

206 赤松　泰朗 アカマツ ヤスロウ 準指導員 ヴィンテージスキークラブ

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

シニアＣ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

304 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

305 中島　 成人 ナカジマ ナルヒト 正指導員 神戸FSC

306 小西　史裕 コニシ フミヒロ 正指導員 神鍋スキークラブ

301 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

302 田中　英之 タナカ ヒデユキ 正指導員 大屋スキークラブ

303 松井　一成 マツイ イッセイ 正指導員 伊丹スノークラブ

シニアＤ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

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

404 松木　唯志 マツキ タダシ 正指導員 あじゃらスキークラブ

405 水田　和人 ミズタ カズヒト １級 八鹿スキークラブ

401 中場　秀樹 ナカバ ヒデキ １級 スノークレージー

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

シニアＢ

男子

１班

№201～205

シニアＢ

男子

２班

№205～209

シニアＣ

男子

№301～306

シニアＤ

男子

№401～405



一般男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

17 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

18 田中　貴之 タナカ タカユキ テクニカル ベルスキークラブ

19 大久保　洵希 オオクボ ジュンキ 準指導員 ちくさSC

20 四辻　一昭 ヨツジ カズアキ テクニカル 一宮ﾗｲﾄｽﾀｯﾌｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21 山崎　幹夫 ヤマザキ ミキオ 準指導員 ERFOLGスキークラブ

22 藤川　忠義 フジカワ タダヨシ 正指導員 ベルスキークラブ

1 山代　脩一朗 ヤマシロ シュウイチロウ クラウン nova`s nest skiclub

2 森田　慶輔 モリタ ケイスケ クラウン ヴィンテージスキークラブ

3 瀧野　宏樹 タキノ ヒロキ 正指導員 バル・ガルディナスキークラブ

4 小畑　博 オバタ ヒロシ テクニカル ミエ　スキークラブ

5 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

6 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

7 筒井　正浩 ツツイ マサヒロ テクニカル TEAM 愛と感謝

8 島　英樹 シマ ヒデキ 正指導員 伊丹スノークラブ

9 松下　稜 マツシタ リョウ クラウン ヴィンテージスキークラブ

10 塚正　洋平 ツカマサ ヨウヘイ クラウン Nova's Nest

11 大谷　和樹 オオタニ カズキ 準指導員 鉢伏スキークラブ

12 谷田　智幸 タニダ トモユキ 正指導員 へそ曲がりスキークラブ

13 川濱　大助 カワハマ ダイスケ 正指導員 Nova's Nest

14 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

15 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

16 岸本　航汰 キシモト コウタ クラウン ベルスキークラブ

第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【４種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子

１班

№１～22



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【４種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

一般男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

38 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

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

40 清水　英文 シミズ ヒデフミ テクニカル 山陽スキークラブ

41 松下　拓未 マツシタ タクミ ヴィンテージスキークラブ

42 嶋田　一輝 シマダ カズキ １級 相生銀嶺スキークラブ

43 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

23 小原　健 オハラ タケシ テクニカル 神戸市役所スキー部

24 井垣　尚也 イガキ ナオヤ 準指導員 ホワイトヒーロー関西SC

25 荒川　知樹 アラカワ トモキ 準指導員 神戸FSC

26 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

27 栗原　弘樹 クリハラ ヒロキ クラウン ヴィンテージスキークラブ

28 田中　利宏 タナカ トシヒロ 正指導員 伊丹スノークラブ

29 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

30 前　直樹 ススメ ナオキ クラウン このはなスキークラブ

31 宮本　誠大 ミヤモト セイタ テクニカル 神戸エコースキークラブ

32 宮内　淳平 ミヤウチ ジュンペイ 正指導員 西脇SC

33 山本　 大央 ヤマモト ヒロオ テクニカル 一宮ライトスタッフ

34 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

35 山下　達也 ヤマシタ タツヤ 正指導員 佐用スキークラブ

36 白井　和磨 シライ カズマ 準指導員 神戸FSC

37 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

シニアＡ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

104 仲義　工 ナカギ タクミ １級 但東SC

105 西村　敏明 ニシムラ トシアキ 準指導員 神戸ＦＳＣ

101 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

102 金子　浩文 カネコ ヒロフミ 正指導員 あじゃら

103 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（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

111 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

106 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

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 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

109 栗田　雅規 クリタ マサノリ １級 川重スキークラブ

110 後　隆幸 ウシロ タカユキ １級 但東SC

シニアＡ

男子

２班

№106～111

一般男子

２班

№23～43

シニアＡ

男子

１班

№101～105



第42回兵庫県スキー技術選手権大会　スタートリスト　【４種目目】

２０２１年１月１６日（土）～１７日（日）　於：奥神鍋スキー場

シニアＢ　男子（１班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

205 岸本　修作 キシモト シュウサク １級 ベルスキークラブ

201 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

202 富島　正展 トミシマ マサノブ 正指導員 山陽スキークラブ

203 釜谷　悦三 カマタニ エツゾウ 準指導員 大屋スキークラブ

204 武内　將洋 タケウチ マサヒロ １級 イーグレットスキークラブ

シニアＢ　男子（２班）

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

209 藤岡　匡 フジオカ タダシ １級 ヴィンテージスキークラブ

206 赤松　泰朗 アカマツ ヤスロウ 準指導員 ヴィンテージスキークラブ

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 豊永　雅典 トヨナガ マサノリ 正指導員 佐用スキークラブ

シニアＣ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

306 小西　史裕 コニシ フミヒロ 正指導員 神鍋スキークラブ

301 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

302 田中　英之 タナカ ヒデユキ 正指導員 大屋スキークラブ

303 松井　一成 マツイ イッセイ 正指導員 伊丹スノークラブ

304 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

305 中島　 成人 ナカジマ ナルヒト 正指導員 神戸FSC

シニアＤ　男子

班 ビブ 氏名 フリガナ 資格 所属クラブ

404 松木　唯志 マツキ タダシ 正指導員 あじゃらスキークラブ

405 水田　和人 ミズタ カズヒト １級 八鹿スキークラブ

401 中場　秀樹 ナカバ ヒデキ １級 スノークレージー

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

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Ｂ

男子

２班

№205～209

シニアＣ

男子

№301～306

シニアＤ

男子

№401～405


