
技術代表 加藤 剛 ESBA コース名 日の出ゲレンデ
競技委員長 近藤 孝晴 ESBA 全長 290 m
コース係長 角田 翔 CSBA 全幅 40 m

主審 近藤 孝晴 ESBA 最大斜度 18 度
副審 大塚 直也 CSBA 平均斜度 12 度

スタート審判係長 桑原 大輝 KSBA 標高差 60 m
フィニッシュ審判係長 中込 たえ CSBA スタート地点標高 1340 m

コースセッター 角田 翔 CSBA ゴール地点標高 1280 m
計時計算係長 長瀬 聡 CSBA 旗門数 17

技術代表アシスタント 荒巻  陽子
開催リゾート 菅平高原 競技会カテゴリー G2

開催日 2020-02-22 年齢カテゴリー レジェンド男女（60歳以上）
開始時間 18:50:00 男子ポイントバリュー

女子ポイントバリュー

順位 ビブ JSBA会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名 1本目 2本目 トータル ポイント
1 31 nan 堀 吉秀 ホリ ヨシヒデ 23.21 23.36 46.57
4 32 nan 岩邊 祐子 イワナベ ユウコ 25.59 26.1 46.71ハンデ戦
3 34 nan 宇都宮 一英 ウツノミヤ カズヒデ 25.92 25.63 47.815ハンデ戦
2 35 nan 若井 徹 ワカイ トオル 24.39 24.25 48.64
5 33 nan 岩邊 佳久 イワナベ ヨシヒサ 24.43 33.05 57.48

スマイルカップ
PARALLEL SLALOM

レジェンド男女（60歳以上）
公式リザルト



技術代表 加藤 剛 ESBA コース名 日の出ゲレンデ
競技委員長 近藤 孝晴 ESBA 全長 290 m
コース係長 角田 翔 CSBA 全幅 40 m

主審 近藤 孝晴 ESBA 最大斜度 18 度
副審 大塚 直也 CSBA 平均斜度 12 度

スタート審判係長 桑原 大輝 KSBA 標高差 60 m
フィニッシュ審判係長 中込 たえ CSBA スタート地点標高 1340 m

コースセッター 角田 翔 CSBA ゴール地点標高 1280 m
計時計算係長 長瀬 聡 CSBA 旗門数 17

技術代表アシスタント 荒巻  陽子
開催リゾート 菅平高原 競技会カテゴリー G2

開催日 2020-02-22 年齢カテゴリー プロ
開始時間 18:50:00 男子ポイントバリュー

女子ポイントバリュー

順位 ビブ JSBA会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名 1本目 2本目 トータル ポイント
1 12 nan 白川尊則 シラカワタカミツ 19.93 19.92 39.85
2 2 nan 宮尾 一徳 ミヤオ カズノリ 19.35 20.54 39.89
3 5 nan 河島 広輔 カワシマ コウスケ 20.28 19.76 40.04
4 14 nan オオモリアツキ オオモリアツキ 20.25 20.25 40.50
5 8 201840003123.0 宮澤 拓臣 ミヤザワ タクミ 20.79 20.08 40.87

10 13 nan 宮武 祥子 ミヤタケショウコ 22.3 21.35 40.9ハンデ戦
11 6 nan 吉井 なな ヨシイ ナナ 21.56 22.28 41.09ハンデ戦
6 4 nan 加藤 剛 カトウ タケシ 20.46 20.67 41.13
7 1 nan 須藤 高太郎 スドウ コウタロウ 20.99 20.44 41.43

12 7 nan 越坂 綾菜 コシサカ アヤナ 22.28 22.27 41.8ハンデ戦
8 9 nan 水崎 健志 ミズサキ タケシ 21.54 20.35 41.89
9 11 nan 角田 翔 カクタ ショウ 22.07 21.4 43.47

13 10 nan 岩田 剛 イワタ ツヨシ 22.9 23.37 46.27
14 3 nan 堀越 貴洋 ホリコシ タカヒロ 20.23 DNF

スマイルカップ
PARALLEL SLALOM

プロ
公式リザルト



技術代表 加藤 剛 ESBA コース名 日の出ゲレンデ
競技委員長 近藤 孝晴 ESBA 全長 290 m
コース係長 角田 翔 CSBA 全幅 40 m

主審 近藤 孝晴 ESBA 最大斜度 18 度
副審 大塚 直也 CSBA 平均斜度 12 度

スタート審判係長 桑原 大輝 KSBA 標高差 60 m
フィニッシュ審判係長 中込 たえ CSBA スタート地点標高 1340 m

コースセッター 角田 翔 CSBA ゴール地点標高 1280 m
計時計算係長 長瀬 聡 CSBA 旗門数 17

技術代表アシスタント 荒巻  陽子
開催リゾート 菅平高原 競技会カテゴリー G2

開催日 2020-02-22 年齢カテゴリー ビギナー男子
開始時間 18:50:00 男子ポイントバリュー

女子ポイントバリュー

順位 ビブ JSBA会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名 1本目 2本目 トータル ポイント
1 102 nan 大月 悦司 オオツキ エツジ 29.98 28.79 58.77
2 101 nan 小池 弘晃 コイケ ヒロアキ DNS

スマイルカップ
PARALLEL SLALOM

ビギナー男子
公式リザルト



技術代表 加藤 剛 ESBA コース名 日の出ゲレンデ
競技委員長 近藤 孝晴 ESBA 全長 290 m
コース係長 角田 翔 CSBA 全幅 40 m

主審 近藤 孝晴 ESBA 最大斜度 18 度
副審 大塚 直也 CSBA 平均斜度 12 度

スタート審判係長 桑原 大輝 KSBA 標高差 60 m
フィニッシュ審判係長 中込 たえ CSBA スタート地点標高 1340 m

コースセッター 角田 翔 CSBA ゴール地点標高 1280 m
計時計算係長 長瀬 聡 CSBA 旗門数 17

技術代表アシスタント 荒巻  陽子
開催リゾート 菅平高原 競技会カテゴリー G2

開催日 2020-02-22 年齢カテゴリー フリースタイル女子
開始時間 18:50:00 男子ポイントバリュー

女子ポイントバリュー

順位 ビブ JSBA会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名 1本目 2本目 トータル ポイント
1 174 nan 梶原 由貴 カジハラ ユキ 26.93 27.26 54.19
2 172 nan 板井 萩乃 イタイ ハギノ 28.54 28.76 57.30
3 173 nan 松田 あさこ マツダ アサコ 30.31 28.71 59.02
4 171 nan 伊藤 丘利美 イトウ クリミ 30.08 31.05 61.13
5 176 nan 門脇 千恵 カドワキ チエ 34.41 34.13 68.54

175 nan 中川 朋子 ナカガワ トモコ DNS

スマイルカップ
PARALLEL SLALOM

フリースタイル女子
公式リザルト



技術代表 加藤 剛 ESBA コース名 日の出ゲレンデ
競技委員長 近藤 孝晴 ESBA 全長 290 m
コース係長 角田 翔 CSBA 全幅 40 m

主審 近藤 孝晴 ESBA 最大斜度 18 度
副審 大塚 直也 CSBA 平均斜度 12 度

スタート審判係長 桑原 大輝 KSBA 標高差 60 m
フィニッシュ審判係長 中込 たえ CSBA スタート地点標高 1340 m

コースセッター 角田 翔 CSBA ゴール地点標高 1280 m
計時計算係長 長瀬 聡 CSBA 旗門数 17

技術代表アシスタント 荒巻  陽子
開催リゾート 菅平高原 競技会カテゴリー G2

開催日 2020-02-22 年齢カテゴリー フリースタイル男子
開始時間 18:50:00 男子ポイントバリュー

女子ポイントバリュー

順位 ビブ JSBA会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名 1本目 2本目 トータル ポイント
1 182 nan 白川 尊則 シラカワ タカミツ 22.11 22.56 44.67
2 191 nan 岩本 行雄 イワモト ユキオ 24.28 23.61 47.89
3 188 nan 原田 修作 ハラダ シュウサク 24.7 25.16 49.86
4 181 nan 堀越 貴洋 ホリコシ タカヒロ 26.75 23.63 50.38
5 185 nan 市村 雄二 イチムラ ユウジ 25.2 25.2 50.40
6 186 nan 林 祥平 ハヤシ ショウヘイ 24.86 26.34 51.20
7 190 nan 大坪 崇徳 オオツボ タカノリ 26.5 26.25 52.75
8 187 nan 渡邉 佑星 ワタナベ ユウセイ 27.14 26.26 53.40
9 193 nan 山下 毅洋 ヤマシタ タケヒロ 26.69 27.02 53.71

10 192 nan 塩野 嵩将 シオノ タカマサ 37.87 31.12 68.99
11 189 nan 倉 宇宏 クラ タカヒロ 39.12 32.1 71.22
12 183 nan 齊藤 拓也 サイトウ タクヤ 26.78 DNF
13 184 nan 新美 拓郎 シンミ タクロウ DSQ

スマイルカップ
PARALLEL SLALOM

フリースタイル男子
公式リザルト



技術代表 加藤 剛 ESBA コース名 日の出ゲレンデ
競技委員長 近藤 孝晴 ESBA 全長 290 m
コース係長 角田 翔 CSBA 全幅 40 m

主審 近藤 孝晴 ESBA 最大斜度 18 度
副審 大塚 直也 CSBA 平均斜度 12 度

スタート審判係長 桑原 大輝 KSBA 標高差 60 m
フィニッシュ審判係長 中込 たえ CSBA スタート地点標高 1340 m

コースセッター 角田 翔 CSBA ゴール地点標高 1280 m
計時計算係長 長瀬 聡 CSBA 旗門数 17

技術代表アシスタント 荒巻  陽子
開催リゾート 菅平高原 競技会カテゴリー G2

開催日 2020-02-22 年齢カテゴリー スキー男子
開始時間 18:50:00 男子ポイントバリュー

女子ポイントバリュー

順位 ビブ JSBA会員番号 氏名 フリガナ 地区名 チーム名 1本目 2本目 トータル ポイント
1 202 nan 須藤 高太郎 スドウ コウタロウ 21.37 21.61 42.98
2 201 nan 星 弘 ホシ ヒロシ 22.19 21.75 43.94
3 203 nan 長谷川 誠 ハセガワ マコト 22.85 23.03 45.88

スマイルカップ
PARALLEL SLALOM

スキー男子
公式リザルト


