
第７０回川崎市民スキー大会　 ２０１８年　２月１７日

距離競技成績表

小学生　女子  　

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

前走1 -

前走2 -

前走3 -

前走4

小学生　男子

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

1 筒井　悠太 つつい　ゆうた 川崎スキー 2

女子　Ｂ

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

女子　Ａ

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

2 向井　加寿子 むかい　かずこ 川崎スキー 2

3 石井　有珠 いしい　ありす NEC 5

4 清水　葵 しみず　あおい NEC 5

男子　Ｅ

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

5 槙　　平吾 まき　へいご 三菱ふそう 3

6 髙橋　傳 たかはし　つたえ 東芝 1

男子　Ｄ

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

7 井上　文男 いのうえ　ふみお 東芝 1

8 星　勝義 ほし　かつよし 東芝 1

9 高橋　文三 たかはし　ふみぞう JFE 8

10 松尾　智 まつお　さとし NEC 5

11 山内　隆 やまうち　たかし 川崎スキー 2

12 永谷 康二 ながたに　こうじ 川崎スキー 2

13 佐藤　一夫 さとう　かずお 東芝 1

14 宮田　光太郎 みやた　こうたろう NEC 5

15 石田　信 いしだ　まこと 東芝 1

16 辻　　保行 つじ　　やすゆき JFE 8

17 引地　正明 ひきち　まさあき 東芝 1

18 村石　清 むらいし　きよし 川崎スキー 2

　－　８　－　

ＴＤ

 

 

 

 

 



第７０回川崎市民スキー大会　 ２０１８年　２月１７日

距離競技成績表

男子　Ｃ  　

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

19 楠本　二三典 くすもと　ふみのり 川崎スキー 2

20 津田　邦男 つだ　くにお 東芝 1

21 島　丈明 しま　たけあき NEC 5

22 畠中　一浩 はたなか　かずひろ いすゞ川崎 4

23 佐藤　公一 さとう　こういち 東芝 1

24 柳沢  秀行 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 川崎スキー 2

25 須藤  寛 すどう　ひろし 川崎スキー 2

26 中村　真一 なかむら　しんいち 東芝 1

27 田中　稔 たなか　みのる 東芝 1

28 柳澤　徹 やなぎさわ　とおる NEC 5

29 森下　幸司 もりした　こうじ いすゞ川崎 4

30 相原　美之 あいはら　みゆき NEC 5

31 不破　基之 ふわ　もとゆき 川崎スキー 2

32 田村　彰規 たむら　あきのり いすゞ川崎 4

33 今野  明 こんの　あきら 川崎スキー 2

34 森　雅昭 もり　まさあき いすゞ川崎 4

35 町田  基宏 まちだ　もとひろ 川崎スキー 2

男子　Ｂ

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　属
所属
No.

タイム 順位 備　考

36 小幡　次男 おばた つぎお 東芝 1

37 中尾　洋 なかお　ひろし 東芝 1

38 筒井　潔 つつい　きよし 川崎スキー 2

39 鴫原　浩修 しぎはら　ひろのぶ 三菱ふそう 3

40 岡田　千臣 おかだ　ちおみ 東芝 1

男子　Ａ

ビブ
№

氏　　　名 ふりがな 所　　　属
所属
No.

タイム 順位 備考

41 渡邊　隆介 わたなべ　りゅうすけ いすゞ川崎 4

42 樫谷　直明 かしたに　なおあき いすゞ川崎 4

43 上村　栄 かみむら　さかえ NEC 5

44 河野　伸太郎 こうの　しんたろう 川崎スキー 2

45 松島　弘 まつしま　ひろむ NEC 5

46 成田　一久 なりた　かずひさ 一般 0

47 成田　宇弘 なりた　たかひろ 一般 0

48 成田　美光 なりた　よしてる 一般 0

後走１

後走２

後走３

後走４

ＴＤ
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