
第 43 回全日本マスターズスキー選手権 尾瀬片品大会 

アルペン競技(ジャイアントスラローム) 
平成 31 年 3 月 1 日～3 日 群馬県片品村 ホワイトワールド尾瀬岩倉 

【第 1日】 

女子 70 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 筒井ちづ子 シニア RC 1:10.35 

4 山田美弥子 小牧 1:12.01 

 

女子 50 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 田中 悦子 東京都 56.23 

4 西 和歌子 ＴＳブル 1:02.35 

10 須藤 康子 リベルテ 1:06:84 

15 河合 恵子 シニア RC 1:11.07 

19 澤田 令子 カトウ 1:30.45 

 
女子 45 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 木村 実代 神奈川 58.15 

2 岡本麻優子 Doing 59.08 

4 久保 裕子 フレンドリ 1:01.51 

8 坪井  香 カトウ 1:02.52 

 井上 真帆 中部愛知 DQ 

 
女子 35 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 濱島理恵子 中京大 SR 58.50 

 

男子 80 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 小山 和一 福島県 1:03.04 

12 池田 重芳 アポプレ 1:15.75 

14 吉川 和男 シニア RC 1:16.83 

20 西山  圜 豊田中研 1:21.13 

25 山田 正俊 豊田中研 1:28.95 

 
男子 75 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 成田 幸男 長野県 1:01.57 

4 菊池 幸彦 がんば SC 1:05.51 

6 筒井 孝二 シニア RC 1:05.93 

31 小川  覚 三菱岡崎 1:19.46 

34 江崎 敏雄 一宮 1:20.32 

36 宮原 寛信 小牧 1:23.52 

38 早川  徹 Doing 1:27.18 

39 梅村 陽一 シニア RC 1:33,29 

 

男子 70 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 渡辺 正美 長野県 1:01:53 

6 村田  栄 がんば 1:03.77 

10 三宅 博行 とぼね 1:05.59 

11 角  敏昭 シニア RC 1:05.83 

42 小酒井朝夫 がんば SC 1:11.53 

46 嶋倉 範夫 トヨタ車体 1:13.22 

54 好井 栄市 シニア RC 1:14.65 

56 井伊 次衝 シニア RC 1:15.30 

 

男子 65 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 伊藤 裕行 東京都 58.18 

45 永田 徳之 三菱岡崎 1:08.73 

63 長谷川 勝 一宮 1:11.55 

65 土田 正美 DENSO 1:11.97 

67 小田  勇 トヨタ車体 1:13.11 

69 藤村 孝三 アポプレ 1:13.66 

74 小塚 政己 一宮 1:14.60 

76 大坂 憲行 トヨタ自動 1:15.94 

77 西村 輝雄 シニア RC 1:18.67 

78 栗本 和通 アポプレ 1:19.93 

 

男子 60 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 澤口  学 北海道 57.46 

30 江縁 秀利 トヨタ車体 1:06.63 

33 小池  誠 豊田中研 1:06.70 

48 坂  年勝 カトウ 1:08.43 

63 國枝 宏之 アルペン  1:10.95 

64 三島 由一 スカイ 1:11.74 

65 中島 孝三 シニア RC 1:11.99 

 引間 知明 王子製紙 DF 

 伊藤 慎治 カトウ DF 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【第 2日】 

女子 70 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 筒井ちづ子 シニア RC 1:03.91 

8 山田美弥子 小牧 1:09:72 

 

女子 50 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 田中 悦子 東京都 54.53 

3 西 和歌子 ＴＳブル 55.11 

7 須藤 康子 リベルテ 58.56 

15 河合 恵子 シニア RC 1:06.18 

20 澤田 令子 カトウ 1:11.52 

 
女子 45 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 木村 実代 神奈川 54.22 

3 久保 裕子 フレンドリ 56.80 

7 坪井  香 カトウ 57.50 

10 井上 真帆 中部愛知 59.65 

 岡本麻優子 Doing DQ 

 

女子 35 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 濱島理恵子 中京大 SR 52.85 

 
男子 55 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 山崎 英郎 北海道 47.62 

8 田中 亮英 リベルテ 51.61 

18 神野 浩己 三菱岡崎 53.37 

23 奥田  点 AI-A 54.25 

30 森田 耕二 アイシン 55.61 

39 壁谷 直樹 豊田織機 57.50 

42 中根 克則 JTEKT 57.59 

45 中本 昌文 がんば SC 58.27 

55 後藤 政行 リベルテ 1:00.01 

62 澤田 敦則 カトウ 1:02.30 

 杉浦 錠夫 リベルテ DF 

 
男子 50 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 吉田 裕治 東京都 48.78 

9 樋口 栄一 リベルテ 53.08 

19 松本 直人 エキスパー 54.70 

20 馬場  剛 DENSO 54.71 

28 磯貝 宣伸 リベルテ 55.97 

32 甘粕 洋一 トリイ 56,50 

37 畑中 達也 豊田中研 57.92 

50 池田 俊明 エキスパー 1:00.51 

53 三浦  毅 DENSO 1:00.84 

 早川 信明 三菱重工 DF 

 
 
 
 
 

男子 45 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 松田富士人 長野県 50.14 

13 揚張 保浩 リベルテ 55.07 

15 伊藤  正 MOST 56.02 

25 岡本 圭介 豊田織機 58.73 

27 桝  正和 トヨタ車体 58.93 

 佐藤 良樹 アポプレ DF 

 井上 雅喜 リベルテ DS 

 
男子 40 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 中村 裕也 新潟県 50.65 

26 磯村 昌城 アイシン 1:06.18 

 
男子 35 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 佐々木 明 東京都 48.40 

6 森田 英稔 DENSO 55.88 

9 鬼頭 直也 アイシン 57.87 

11 是永 康臣 MOST 58.44 

 関屋  卓 三菱重工 DF 

 浅野 友秀 王子製紙 DS 

 
男子 30 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 織田  翼 千葉県 56.43 

4 加藤 久嗣 MOST 1:08.11 

 

 



【第 3日】 

男子 80 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 小山 和一 福島県 1:00.62 

9 池田 重芳 アポプレ 1:10.96 

13 吉川 和男 シニア RC 1:15.29 

16 西山  圜 豊田中研 1:19.62 

23 山田 正俊 豊田中研 1:30.18 

 

男子 75 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 成田 幸男 長野県 54.80 

4 菊池 幸彦 がんば SC 1:00.00 

7 筒井 孝二 シニア RC 1:01.71 

25 宮原 寛信 小牧 1:15.76 

26 小川  覚 三菱岡崎 1:17.93 

27 早川  徹 Doing 1:18.09 

28 江崎 敏雄 一宮 1:19.24 

30 梅村 陽一 シニア RC 1:31.57 

 

男子 70 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 斎藤貞太郎 福島県 55.16 

2 村田  栄 がんば 55.32 

11 角  敏昭 シニア RC 59.69 

12 三宅 博行 とぼね 1:00.65 

26 小酒井朝夫 がんば SC 1:04.57 

41 井伊 次衝 シニア RC 1:09.73 

43 嶋倉 範夫 トヨタ車体 1:10.51 

46 好井 栄市 シニア RC 1:11.47 

 

男子 65 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 山口 義則 長野県 54.20 

25 永田 徳之 三菱岡崎 1:00.90 

43 長谷川 勝 一宮 1:04,43 

53 土田 正美 DENSO 1:06.68 

57 小塚 政己 一宮 1:08.14 

59 大坂 憲行 トヨタ自動 1:08.34 

60 藤村 孝三 アポプレ 1:08.48 

67 栗本 和通 アポプレ 1:14.01 

 西村 輝雄 シニア RC DF 

 小田  勇 トヨタ車体 DF 

 

男子 60 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 澤口  学 北海道 52.21 

7 伊藤 慎治 カトウ 56.43 

14 引間 知明 王子製紙 58.46 

28 江縁 秀利 トヨタ車体 1:00.13 

32 坂  年勝 カトウ  1:00.45 

38 三島 由一 スカイ 1:02.33 

41 國枝 宏之 アルペン 1:03.33 

48 中島 孝三 シニア RC 1:04.62 

54 舘林 準次 東海スキー 1:06.52 

 小池  誠 東海中研 DF 

 

 

 

男子 55 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 石井 三郎 埼玉県 49.32 

10 田中 亮英 リベルテ 51.99 

13 奥田  点 AI-A 52.77 

21 神野 浩己 三菱岡崎 53.59 

22 杉浦 錠夫 リベルテ 53.75 

34 森田 耕二 アイシン 56.29 

37 壁谷 直樹 豊田織機 57.42 

48 中根 克則 JTEKT 59.29 

50 中本 昌文 がんば 59.66 

52 澤田 敦則 カトウ 1:00.18 

58 後藤 政行 リベルテ 1:01.74 

 
男子 50 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 西条己智男 長野県 47.37 

4 早川 信明 三菱重工 50.51 

6 樋口 栄一 リベルテ 50.67 

16 松本 直人 エキスパー 53.18 

20 甘粕 洋一 トリイ 53.91 

31 畑中 達也 豊田中研 56.27 

47 池田 俊明 エキスパー 59.12 

 馬場  剛 DENSO DF 

 三浦  毅 DENSO DS 

 
男子 45 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 松田富士人 長野県 48.18 

14 菊池 嘉高 がんば 52.99 

15 揚張 保浩 リベルテ 53.08 

17 伊藤  正 MOST 53.51 

20 佐藤 良樹 アポプレ 54.98 

22 桝  正和 トヨタ車体 55.48 

24 岡本 圭介 豊田織機 55.52 

 井上 雅喜 リベルテ DS 

 
男子 40 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 池田  晃 岐阜県 46.65 

25 磯村 昌城 アイシン 1:02.62 

 
男子 35 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 佐々木 明 東京都 46.16 

5 森田 英稔 DENSO 52.65 

6 浅野 友秀 王子製紙 52.67 

8 是永 康臣 MOST 54.00 

 鬼頭 直也 アイシン DS 

 
男子 30 歳代 
順位 氏 名 所 属 タイム 

1 織田  翼 千葉県 53.77 

4 加藤 久嗣 MOST 1:06.35 

 

 


