
第７６回国民体育大会岡山県選手選考会（アルペン）
エントリー一覧 ２０２０／１２／２２現在

種部 saoNO saj競技no 氏名 フリガナ 所属 生年月日 SAO-ｐ SAJ-ｐ 性別 クラス別

少年女子 11-001 03017495 根石陽菜乃 ﾈｲｼ  ﾋﾅﾉ 朝日塾高校 2004/3/3 110.64 110.64 女子 高校２年

少年女子 11-008 03017496 水杉　香心 ﾐｽﾞｽｷﾞ ｶｺ 津山工業高校 2004/3/8 153.55 171.64 女子 高校２年

成女Ｂ 54-008 03005439 堀田由佳子 ﾎｯﾀ  ﾕｶｺ ﾗｲｽﾞ　ﾚｰｼﾝｸﾞ 1991/8/25 181.68 246.89 女子 一般

少年男子 11-005 03015086 高見　俊貴 ﾀｶﾐ   ﾄｼｷ 津山工業高校 2002/10/16 125.15 162.56 男子 高校３年

少年男子 11-010 03022919 高柳　侑希 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｷ 勝山高校蒜山校地 2004/3/11 460.99 460.99 男子 高校２年

少年男子 11-002 03017490 中塚　俊希 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｷ 津山工業高校 2003/12/3 184.23 232.98 男子 高校２年

少年男子 11-012 03020183 鶴旨　諒大 ﾂﾙﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 倉敷商業高校 2004/7/30 252.64 319.79 男子 高校１年

少年男子 11-009 03018847 八木　悠斗 ﾔｷﾞ ﾊﾙﾄ 玉野光南高校 2003/11/27 214.53 214.53 男子 高校２年

少年男子 11-007 03023337 大谷　歩輝 ｵｵﾀﾆ ｱﾕｷ 津山工業高校 2003/12/30 287.46 男子 高校２年

成男Ａ 02-002 03012484 永田　春樹 ﾅｶﾞﾀ   ﾊﾙｷ 京都産業大 2000/5/7 76.15 76.15 男子 大学

成男Ａ 06-001 03014213 池田　匡邦 ｲｹﾀﾞ  ﾏｻｸﾆ 帝京大学 2001/1/5 137.37 男子 大学

成男Ａ 17-006 03017492 寺元　誠二 ﾃﾗﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 美作大学 2000/4/14 138.12 232.82 男子 大学

成男Ｂ 03-040 03004027 熊岸　朋哉 ｸﾏｷﾞｼ ﾄﾓﾔ JR岡山SC 1986/8/23 243.79 295.21 男子 一般

成男Ｂ 48-001 日野新太郎 ﾋﾉ  ｼﾝﾀﾛｳ 岡山教職員 1990/1/1 男子 一般

成男Ｃ 05-022 03011802 冨倉　義宏 ﾄﾐｸﾗ ﾖｼﾋﾛ 加茂体協SC 1967/6/26 203.60 343.13 男子 一般

成男Ｃ 19-012 03008235 山本　隆久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 上斎原SC 1982/4/17 164.31 313.02 男子 一般

成男Ｃ 19-003 03003042 藤木　直樹 ﾌｼﾞｷ ﾅｵｷ 上斎原SC 1980/2/28 105.78 200.00 男子 一般

成男Ｃ 48-005 03008237 小松 　　徹 ｺﾏﾂ ﾄｵﾙ 岡山教職員 1943/10/10 440.13 711.95 男子 一般

成男Ｃ 58-010 03017497 本阪　恵一 ﾓﾄｻｶ ｹｲｲﾁ ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ 1967/2/10 314.58 374.32 男子 一般

成男Ｃ 60-006 03003066 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ M'sﾚｰｼﾝｸﾞ 1974/4/26 174.08 295.77 男子 一般

　高松宮杯　第５７回　大山アルペン　
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兼TOFアルペンスキー選手権大会 エントリー一覧
競技日 2021/1/15 ２０１０／１２／２２現在

saoNO saj競技no 氏名 フリガナ 所属 生年月日 SAO-ｐ SAJ-ｐ 性別 クラス別

02-002 03012484 永田　春樹 ﾅｶﾞﾀ   ﾊﾙｷ 京都産業大(学) 2000/5/7 76.15 76.15 男子 大学

05-022 03011802 冨倉　義宏 ﾄﾐｸﾗ ﾖｼﾋﾛ 加茂体協SC 1967/6/26 203.60 343.13 男子 一般

06-001 03014213 池田　匡邦 ｲｹﾀﾞ  ﾏｻｸﾆ 帝京大学(学連) 2001/1/5 137.37 男子 大学

11-001 03017495 根石陽菜乃 ﾈｲｼ  ﾋﾅﾉ 朝日塾高校 2004/3/3 110.64 110.64 女子 高校２年

11-005 03015086 高見　俊貴 ﾀｶﾐ   ﾄｼｷ 津山工業高校 2002/10/16 125.15 162.56 男子 高校３年

11-008 03017496 水杉　香心 ﾐｽﾞｽｷﾞ ｶｺ 津山工業高校 2004/3/8 153.55 171.64 女子 高校２年

11-002 03017490 中塚　俊希 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｷ 津山工業高校 2003/12/3 184.23 232.98 男子 高校２年

11-009 03018847 八木　悠斗 ﾔｷﾞ ﾊﾙﾄ 玉野光南高校 2003/11/27 214.53 214.53 男子 高校２年

11-012 03020183 鶴旨　諒大 ﾂﾙﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 倉敷商業高校 2004/7/30 252.64 319.79 男子 高校１年

11-007 03023337 大谷　歩輝 ｵｵﾀﾆ ｱﾕｷ 津山工業高校 2003/12/30 287.46 男子 高校２年

11-010 03022919 高柳　侑希 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｷ 勝山高校蒜山校地 2004/3/11 460.99 460.99 男子 高校２年

17-006 03017492 寺元　誠二 ﾃﾗﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 美作大学 2000/4/14 138.12 232.82 男子 大学

ＳＬ 競技日 2021/1/17 ２０２０／１２／２２現在
saoNO saj競技no 氏名 フリガナ 所属 生年月日 SAO-ｐ SAJ-ｐ 性別 クラス別

11-001 03017495 根石陽菜乃 ﾈｲｼ  ﾋﾅﾉ 朝日塾高校 2004/3/3 110.64 110.64 女子 高校２年

11-008 03017496 水杉　香心 ﾐｽﾞｽｷﾞ ｶｺ 津山工業高校 2004/3/8 153.55 171.64 女子 高校２年

ＧＳ 競技日 2021/1/18 ２０２０／１２／２２現在
saoNO saj競技no 氏名 フリガナ 所属 生年月日 SAO-ｐ SAJ-ｐ 性別 クラス別

11-001 03017495 根石陽菜乃 ﾈｲｼ  ﾋﾅﾉ 朝日塾高校 2004/3/3 110.64 110.64 女子 高校２年

11-008 03017496 水杉　香心 ﾐｽﾞｽｷﾞ ｶｺ 津山工業高校 2004/3/8 153.55 171.64 女子 高校２年

ＳＬ 競技日 2021/1/17 ２０２０／１２／２２現在
saoNO ＳＡＪj競技no ＦＩＳ競技no 氏名 フリガナ 所属 性別 クラス別

06-001 03014213 6301080 池田　匡邦 ｲｹﾀﾞ  ﾏｻｸﾆ 帝京大学(学連) 男子 大学

11-005 03015086 6301394 高見　俊貴 ﾀｶﾐ   ﾄｼｷ 津山工業高校 男子 高校３年

11-002 03017490 6301556 中塚　俊希 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｷ 津山工業高校 男子 高校２年

11-012 03020183 6301700 鶴旨　諒大 ﾂﾙﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 倉敷商業高校 男子 高校１年

11-007 03023337 6301558 大谷　歩輝 ｵｵﾀﾆ ｱﾕｷ 津山工業高校 男子 高校２年

ＧＳ 競技日 2021/1/18 ２０２０／１２／２２現在
saoNO ＳＡＪj競技no ＦＩＳ競技no 氏名 フリガナ 所属 性別 クラス別

06-001 03014213 6301080 池田　匡邦 ｲｹﾀﾞ  ﾏｻｸﾆ 帝京大学(学連) 男子 大学

11-005 03015086 6301394 高見　俊貴 ﾀｶﾐ   ﾄｼｷ 津山工業高校 男子 高校３年

11-002 03017490 6301556 中塚　俊希 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｷ 津山工業高校 男子 高校２年

11-012 03020183 6301700 鶴旨　諒大 ﾂﾙﾑﾈ ｱｷﾋﾛ 倉敷商業高校 男子 高校１年

11-007 03023337 6301558 大谷　歩輝 ｵｵﾀﾆ ｱﾕｷ 津山工業高校 男子 高校２年


