
男子団体戦 平成18年度 全日本スキー技術選手権 愛知県 代表選手選考会
教育部強化指定選手 成績集計表

平成18年1月28日･29日
会場：朴ノ木平スキー場

団体戦結果(網掛けはカットされた得点・・・最高、最低）
チーム名 クラブ 選手１ 得点 選手２ 得点 選手３ 得点 選手４ 得点 選手５ 得点 団体得点 順位

東海ディープインパクト 東海スキー研究会 安川 之人 1488 吉田 陽平 1477 中里 康生 1455 森 仁徳 1486 加藤 彰吾 1437 4418 1
BE-IN　くま組 ＢＥ－ＩＮ 堀井 建吾 1472 奥村 栄一郎 1427 近藤賢一 1500 岡治 雅人 1441 谷川 大輔 1507 4413 2
リベルテ★イケイケSki リベルテＳＣ 近藤 進 1429 岩崎 秀則 1457 深田 潤 1473 興梠 憲志朗 1473 佐野 高城 1476 4403 3
CLUB　DoinngⅢ ＣＬＵＢ Ｄｏｉｎｇ 杉本 慶徳 1475 平野 裕貴 1476 藤原貴之 1457 布瀬 健太郎 1456 脇阪啓介 1469 4401 4
アサヒレーシングA スキーチームアサヒレーシング 古小路 益宏 1457 鈴木 太成 1451 渡辺 徹 1446 阪本 昌明 1463 近藤 祐輔 1484 4371 5
東海フレンドHG 東海フレンドスキークラブ 坂下 浩次 1428 吉井 健 1413 加藤 晋也 1474 内藤 博孝 1481 佐々木 要 1459 4361 6
CLUB　DoinngⅡ ＣＬＵＢ Ｄｏｉｎｇ 伊藤 正洋 1476 水田 久道 1465 大林幹嗣 1382 小林 貫太 1438 曽田 祥弘 1455 4358 7
M.O.S.T. M.O.S.T. 城準人 1455 伊藤 正 0 志水 康紀 1454 丹羽聡 1457 伊藤 康行 1448 4357 8
リベルテ★ガンガンSki リベルテＳＣ 後藤 哲 1466 後藤 晃 1452 近井 憲顕 1422 大泉 学 1466 大泉渉 1436 4354 9
アサヒレーシングB スキーチームアサヒレーシング 天野 真 1450 熊谷 篤史 1455 阿部 智哉 1432 矢島 照大 1485 岡村 孝 1437 4342 10
愛学協MA 愛知学校スキー協議会 藤木 亮介 1442 伊藤 正浩 1459 内川 靖 0 塚本 慎司 1440 三浦 裕明 1465 4341 11
BE-IN　トラ組 ＢＥ－ＩＮ 平野 智也 1461 渡辺 迪太 1441 伊藤光祐 1455 小林洋仁 1407 前田 雄一郎 1438 4334 12
イビデン アポプレキシア 早川蔵人 1452 安藤 寿 1452 山村 信一郎 1422 若林 つとむ 1439 田垣 隆司 1430 4321 13
BE-IN　カバ組 ＢＥ－ＩＮ 武藤 直広 1500 西本 成寿 1429 白井 誠也 1407 宮原 利至 1442 竹川 千春 1438 4309 14
バンフライ デンソーバンフライＳＣ 外山 和宏 1442 吉田 貴彦 1417 芦野 秀幸 1439 加藤 春美 1425 山下 剛志 1439 4303 15
アサヒレーシングC スキーチームアサヒレーシング 杉浦 優司 1423 溝口 信宏 1449 天野 雅仁 1439 祝 茂恒 1440 石井 裕 1424 4303 15
一宮スキー協会チームA 一宮スキー協会 渡辺 将平 909 加藤 崇有 1452 河村 聡洋 1441 森 正樹 1438 荻野 英樹 1419 4298 17
リベルテ★ワイワイSki リベルテＳＣ 白戸 一郎 1436 佐橋芳弘 1435 天野 浩志 1413 澤田 英雄 1453 杉本 倍身 1427 4298 17
金課長 ちくさＳＣ 長谷川 昌志 1429 古庄 太一 1450 高橋 直樹 1409 大塚 隆志 1484 西山久生 1418 4297 19
チームかいせチルドレン 星ヶ丘スキークラブ 飯島 拓也 1395 小川 信博 1455 田中 力也 475 中川 拓穂 1483 三品 崇 1444 4294 20
トライアングル トライアングル 小林 勇 1450 高須 哲也 1427 鈴木 将仁 1465 竹内 道男 1399 新美 光生 1413 4290 21
ゴンちゃんず アポプレキシア 広瀬 清人 1419 野田 誠治 1413 加世田 誠 1431 佐藤 良樹 1427 松尾 洋一 1422 4268 22
スノウプラウボーイズ スノウプラウスキーファミリー 竹中 宜史 1449 保浦 英明 1407 横井 篤司 1415 山口純 1414 岡本 亮 1432 4261 23
東海スキーB 東海スキー研究会 仲 隆之 1425 柴田 章史 1411 林 勇二 1402 紀藤 晃徳 1424 杉山 和彦 1407 4242 24
愛学協MB 愛知学校スキー協議会 西垣 峰生 1422 中村 文治 0 大野 広喜 1412 水野 豊義 1421 森川 卓実 1407 4240 25
アクト10　B アクト１０ 寺島 渉 1425 大橋鉄弥 1400 山口友直 1380 石川 昌義 1412 井村 賢一郎 1454 4237 26
BE-IN　ゾウ組 ＢＥ－ＩＮ 柏木 秀樹 1413 森 道弘 1395 増谷 博昭 1428 宮原 実 1394 鷲見 昇 1430 4236 27
アクト10　A アクト１０ 石井 健志 1441 高木 優 1420 久田 悟 1410 西山 昭典 1399 野田 貴之 0 4229 28
BE-IN　サル組 ＢＥ－ＩＮ 久保 誠 1408 畑本 泰史 1401 古川 均 1418 久保 博 1400 小御門 孝明 1415 4224 29
三菱自動車岡崎スキー部 三菱自動車岡崎スキー部 尾崎 雅浩 1415 森田利紀 1382 土屋 治久 1428 山田康太郎 1421 青木将司 0 4218 30
一宮スキー協会チームC 一宮スキー協会 陶 達 1406 松村 唯幸 1404 田中 康宏 1414 中川 充 1395 高野慶一郎 1403 4213 31
一宮スキー協会チームB 一宮スキー協会 松本 勇 0 清水 幹和 1414 黒田 光泰 1381 伊藤 正樹 1407 上田 智巳 1420 4202 32
BE-IN　ひつじ組 ＢＥ－ＩＮ 加藤 智哲 1379 徳田 貴士 1399 稲川 智久 0 東山 浩二 1437 泉泰弘 1424 4202 32
３９－SAKABE クリスティー 馬場 蔵人 1419 立田 和久 1435 鈴木 章文 0 山﨑 友貴 1469 0 0 2854 34
スノウプラウメンズ スノウプラウスキーファミリー 宮本 征樹 0 加山 泰広 1409 秋山 敦 0 梅村 知巳 1483 河合 慶樹 1418 2827 35
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