
第57回常陸宮賜杯中部日本スキー大会結果
アルペン競技
平成19年1月27日（土）～29日（月）  石川県白山市 白山白峰温泉スキー場

順位 氏　　名 所属 一本目 二本目 合計 順位 氏　　名 所属 一本目 二本目 合計

1 瀬川　修司 石川県 48.88 47.19 1:36.07 1 鳥山 　真也 三重県 50.27 47.89 1:38.16

3 　高橋　優樹 名城大学 50.33 48.14 1:38.47 12 菊池　 嘉高 がんば 55.00 50.49 1:45.49

10 丹羽　紹元 愛知工業大学 52.39 49.58 1:41.97 16 加藤　 忠晴 Doing 55.14 53.34 1:48.48

DF 加藤　俊祐 愛知工業大学 DF 18 武藤 　直広 BE-IN 55.96 54.22 1:50.18

19 伊藤　 　正 M.O.S.T 56.56 55.67 1:52.23

順位 氏　名 所属 タイム 順位 氏名 所属 一本目 二本目 合計

1 籠原　 貴紀 岐阜県 53.41 1 山本   幸臣 福井県 52.83 49.48 1:42.31

3 北市　　　聡 ｽﾉｳﾌﾟﾗｳ 54.94 13 杉浦   拓馬 新川高校 56.79 54.39 1:51.18

6 井上　 雅樹 ﾘﾍﾞﾙﾃ 55.96

8 樋口   栄一 ﾘﾍﾞﾙﾃ 56.42

17 伊藤   慎冶 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ 58.11

成年女子A 成年女子B

順位 氏    名 所属 一本目 二本目 合計 順位 氏    名 所属 タイム

1 三嶋　 真央 福井県 53.52 48.82 1:42.34 1 田上友紀子 岐阜県 51.48

10 加藤   千翔 愛知大学 1:23.80 1:08.22 2:32.02 2 濱島理恵子 中京大S.R 52.89

6 成瀬麻優子 豊川市ｽｷｰ協会 58.27

11 坪井  　　香 ｶﾄｳｽｷｰﾁｰﾑ 1:03.00

順位 氏    名 所属 一本目 二本目 合計

1 直江　 美沙 石川県 50.87 48.86 1:39.73

12 鈴木   麻里 名経大市邨高校 1:07.08 1:04.35 2:11.43

13 堀部茉梨子 春日丘高校 1:07.84 1:04.90 2:12.74

DQ 鈴木　 　眸 豊明高校 GATENo.50

DF 吉田　恭子 尾関学園高校 DF

DS 鈴木美乃里 一宮興道高校

平成19年1月28日（スラローム）
成年男子A 成年男子B

成年男子C 少年男子

少年少女



順位 氏    名 所属 タイム 順位 氏    名 所属 タイム

1 波多　  　優 富山県 42.52 1 池田  　　晃 岐阜県 42.99
2 高橋    優樹 名城大学 42.90 12 畔柳　　　有 MOST 45.03
4 近藤   聖太 トヨタ自動車 43.14 21 加藤   忠晴 Doing 46.37

16 高桑雄次郎 トヨタ自動車 44.26 23 伊藤      正 MOST 46.93

17 三浦健太郎 愛知工業大学 44.36 25 岩船  兼昌 リベルテ 47.13

21 丹羽   紹元 愛知工業大学 44.81 DS 中林　裕一 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

23 前田   眞和 愛知工業大学 45.12

成年男子C 成年男子D

順位 氏    名 所属 タイム 順位 氏    名 所属 タイム

1 井上　　雅喜 リベルテ 45.98 1 桑谷 　栄一 岐阜県 46.68

6 田中    亮英 リベルテ 46.97 3 引間   知明 王子製紙 47.92

11 吉田　　茂樹 ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 47.38 6 三島   由一 ﾁｰﾑｺｽﾓ 48.91

14 佐々木宏明 ﾁｰﾑｺｽﾓ 47.74 DQ 奥田　 　点 ｱｲｼﾝ･AI-A GATENo.28

少年男子 成年女子A

順位 氏    名 所属 タイム 順位 氏    名 所属 タイム

1 斉藤　昇吾 福井県 43.63 1 舟渡 　千裕 岐阜県 44.84

13 杉浦   拓馬 新川高校 45.36 7 高橋   一途 ｽﾋﾟﾘｯﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 47.77

28 三林   孝章 名古屋高校 47.57 14 多賀   千陽 ｴﾘｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 53.01

33 岩田   昌彦 愛工大名電高校 49.35 15 加藤   千翔 愛知大学 58.90

34 須崎   哲矢 中京高校 50.55

DQ 奥田　拓也 名経大市邨高校 GATENo.8

DF 横井　保志 三好高校

順位 氏    名 所属 タイム 順位 氏    名 所属 タイム

1 田上友紀子 岐阜県 46.46 1 石井  貴子 岐阜県 45.27

2 濱島理恵子 中京大S.R 47.33 15 鈴木      眸 豊明高校 49.41

9 成瀬麻優子 豊川市スキー協会 48.51 20 吉田   恭子 尾関学園高校 50.59

10 西   和歌子 ブリザード 48.86 23 堀部茉梨子 春日丘高校 53.02

24 鈴木　麻理 名経大市邨高校 56.06

DS 鈴木美乃里 一宮興道高校

成年男子A 成年男子B

成年女子B 少年女子

平成19年1月29日（ジャイアントスラローム）


