
ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAN・NSA主催

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3SAJ CodeStart

小 学 生 1 . 2 年 生 女 子【 】

坂本 華音2 東京都サカモト カノン1

丹野 雛美1 茨城県タンノ ヒナミ2
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAJ公認

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

小 学 生 ３ 年 生 女 子【 】

中埜 杏美4 長野県07002130 ナカノ アズミ1

中村 彩葉3 神奈川県07002103 ナカムラ イロハ2
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAJ公認

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

小学生4.5.6年生女子【 】

古山 宇乃9 新潟県07001934 フルヤマ ウノ1

芝田 桃子13 滋賀県07001992 シバタ モモコ2

及川 侑生來6 長野県07002083 オイカワ ウイナ3

岡田 亜衣子7 埼玉県07001960 オカダ アイコ4

塚越 結14 東京都07002032 ツカゴシ ユイ5

鈴木 桜5 愛知県07002005 スズキ サクラ6

坂本 凛12 東京都07002020 サカモト リン7

鈴木 遥10 新潟県07001893 スズキ ハルカ8

武田 琉愛8 愛知県07001834 タケダ ルア9

鈴木 香穂11 神奈川県07001959 スズキ カホ10
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAJ公認

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

一 般 の 部 女 子【 】

樋山 姫愛26 新潟県07002016 ヒヤマ メイ1

山崎 月28 新潟県07001343 ヤマザキ ツキ2

皆木 蘭23 滋賀県07001548 ミナギ ラン3

遠山 苺29 新潟県07002037 トオヤマ イチゴ4

芝田 菜々子30 滋賀県07001545 シバタ ナナコ5

秦 麗奈22 神奈川県07001817 ハタ レイナ6

覚張 美咲21 東京都07001194 カクバリ ミサキ7

川原 凜珠25 大阪府07001480 カワハラ リジュ8

石田 暖流27 新潟県07002031 イシダ アタル9

梨木 心礼24 奈良県07001275 ナシキ ミレイ10
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAN・NSA主催

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3SAJ CodeStart

マ ス タ ー ズ 女 子【 】

高田 秀子31 東京都タカダ ヒデコ1

村上 深雪32 東京都ムラカミ ミユキ2
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAN・NSA主催

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3SAJ CodeStart

小 学 生 1 . 2 年 生 男【 】

武田 理暉42 長野県タケダ リキ1

小野 清一朗41 長野県オノ シンイチロウ2
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAJ公認

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

小 学 生 ３ 年 生 男 子【 】

熊谷 心道43 愛知県07002139 クマガイ シドウ1

小野 俊哉46 東京都07002141 オノ トシヤ2

岡田 純一郎45 埼玉県07002090 オカダ ジュンイチロウ3

松田 悠里44 新潟県07001972 マツダ ユウリ4

鈴木 利都47 神奈川県07002091 スズキ リツ5

鈴木 志侑48 神奈川県07002092 スズキ シュウ6
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAJ公認

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

小学生4.5.6年生男子【 】

中村 一颯63 神奈川県07002104 ナカムラ カズサ1

松山 詩季58 愛知県07001901 マツヤマ シキ2

山崎 僚大61 埼玉県07002171 ヤマザキ リョウタ3

竹内 海叶51 新潟県07001888 タケウチ カイト4

杉田 壱蕗52 群馬県07002023 スギタ イチロ5

萬藤 隆真62 北海道07001941 マンドウ リュウマ6

熊谷 斗翔55 愛知県07001987 クマガイ トワ7

末次 涼雅59 岐阜県07001836 スエナミ リョウガ8

小林 悠真54 新潟県07001801 コバヤシ ハルマ9

佐藤 孝汰郎53 神奈川県07001916 サトウ コウタロウ10

中村 奏斗57 東京都07002113 ナカムラ カナト11

宇佐美 雄大60 静岡県07002143 ウサミ ユウダイ12

林 佳樹56 富山県07002022 ハヤシ ヨシキ13
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟

長野県スキー連盟

コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAJ公認

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

一 般 の 部 男 子【 】

末次 悠真73 岐阜県07001835 スエナミ ユウマ1

中野 龍79 新潟県07002085 ナカノ リュウ2

藤原 柊太75 京都府07001576 フジワラ シュウタ3

小杉 榮大76 北海道07001410 コスギ エイダイ4

松井 凛太朗87 栃木県07002027 マツイ リンタロウ5

近 伯篤88 新潟県07001550 コン ハクト6

鎌倉 空來86 長野県07001500 カマクラ ソラ7

うす井 一真78 東京都07002024 ウスイ カズマ8

永井 瑛人80 群馬県07001832 ナガイ エイト9

石崎 将樹82 福岡県07001777 イシザキ マサキ10

遠山 太陽93 新潟県07002036 トオヤマ タイヨウ11

桒子 卓也81 群馬県07002014 クワコ タクヤ12

澤田 陽85 静岡県07001908 サワダ ヨウ13

杉崎 大翔90 新潟県07001328 スギザキ ヒロト14

高村 櫂冬91 神奈川県07002025 タカムラ カイト15

飯泉 仁74 千葉県07001779 イイズミ ジン16

菊地原 小弥汰89 東京都07001482 キクチハラ コヤタ17

大坪 笑次郎72 埼玉県07001915 オオツボ ショウジロウ18

嶋﨑 玖92 兵庫県07001459 シマサキ キュウ19

古山 大志77 新潟県07001712 フルヤマ タイシ20
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3 POINTSAJ Code
SAJ

Start

一 般 の 部 男 子【 】

西塚 然生83 山形県07001707 ニシヅカ ゼンセイ21

八田 登生84 長野県07001678 ハッタ トオイ22

園田  恵吾71 群馬県07001706 ソノダ ケイゴ23
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Processing by SYSTEM HOUSE HAKUBA Officiated by （公財）長野県スキー連盟・（公財）新潟県スキー連盟

石打丸山スキー場・新潟県／



ビューティースキンクリニックカップ2023

ジュリー

ジャッジ １ 神戸　忠仙

ジャッジ ２ 高畠　善将

ジャッジ ３ 上原　賢

技術代表 深澤　健悟

ヘッドジャッジ 今井　義幸

競技委員長 山本　浩二

コースビルダー 南雲　武士

全日本スキー連盟

長野県スキー連盟

新潟県スキー連盟

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

長野県スキー連盟

石川県スキー連盟
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コース名

コース全長

コース幅

コース高さ

コース斜度

前走者 　

　

　

　

テクニカル　データ

ｶﾞﾝﾎｰﾓﾝｽﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ

170M

22M

6.7M

18°

ス ノ ー ボ ー ド Ｈ Ｐ 種 目
2023/03/04(SAT) Start List

SAN・NSA主催

ベスト選手名Bib 得点 得点県名 J1

１本目 ２本目

J2 J3 J1 J2 J3SAJ CodeStart

マ ス タ ー ズ 男 子【 】

辻井 義英96 埼玉県ツジイ ヨシヒデ1

野田 純也95 新潟県ノダ ジュンヤ2

田原 雅之94 東京都タハラ マサユキ3
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石打丸山スキー場・新潟県／




