
不参加

不加

不参加

不参加

不参加

不参加

不参加

不参加

不参加

不参加

Year
年度

Jumping
ジャンプ

Nordic Combined
ノルディックコンバインド

Cross Country
クロスカントリー

Alpine
アルペン

Murren (SUI)
ミューレン（スイス）

Chamonix (FRA)
シャモニ（フランス）

Oberhof (GER)　オーベルホフ（ドイツ）

FIS Nordic World Championships
ノルディック世界選手権

FIS Alpine Ski World Championships

アルペン世界選手権

Cortina dAmpezzo (ITA)　コルティナ・ダンペッツォ（イタリア）

Bad Gastein (AUT)
バドガシュタイン（オーストリア）

●男子ダウンヒル
　15/猪谷 千春　2:22.7
　39/園部 勝
●男子コンバインド
　４/猪谷 千春
　39/園部 勝
●男子ジャイアントスラローム
　６/猪谷 千春　1:55.3
　園部 勝

●女子ダウンヒル
　35/松島 初子　2:32.13
　38/河畑 栄子　2:44.94
　40/大杖 美保子　3:07.47

●女子ジャイアントスラローム
　34/大杖 美保子　1:52.67
　38/松島 初子　1:56.13
　40/河畑 栄子　1:58.37
●女子スラローム
　26/河畑 栄子　2:07.58
　31/松島 初子　2:32.00
　DNF/大杖 美保子

Lahti (FIN)　ラハティ
1938年
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●女子コンバインド
　21/河畑 栄子
　22/松島 初子

●男子ダウンヒル
　31/富井 一　2:38.19
　39/福原 吉春　2:41.70
　41/藤島 幸造　2:45.18
　DNF/伊藤 敏信
●男子ジャイアントスラローム
　21/福原 吉春　1:47.01
　26/富井 一　1:48.62
　28/見谷 昌禧　1:48.76
　33/伊藤 敏信　1:53.39

Zakopane (POL)
ザコパネ（ポーランド）

●男子30km
　29/松橋 高司　2:02:44.7
　38/高橋 秀蔵　2:04:47.2
　47/矢口 賢　2:09:46.2
　50/北村 辰夫　2:10:02.8

●男子15km
　27/松橋 高司　1:00:43.8
　29/北村 辰夫　1:01:03.6
　34/矢口 賢　1:01:31.2

●個人Gundersen
　10/江遠 要甫　411.0
　18/二川原 練造　383.5

●70mノーマルヒル
　21/松井 孝　200.1
　22/吉田 力雄　199.7
　32/志村 直紀　194.3
　50/若狭 繁行　181.3
●90mラージヒル
　18/若狭 繁行　208.0
　29/松井 孝　199.5
　30/江遠 要甫　199.3
　46/志村 直紀　188.3

●純飛躍
　46/吉沢 広司　187.5
　57/柴野 宏明　175.5
　61/石坂 良治　164.5
　65/藤沢 良一　157.5

●男子50km
　37/松橋 高司　3:29.10

●男子30km
　41/松橋 高司　1:52:15.7

●男子15km
　33/松橋 高司　53.25

●個人Gundersen
　27/江遠 要甫　415.91

Lahti (FIN)　ラハティ（フィンランド）

●純飛躍
　30/菊地 定夫　189.0

●男子リレー
　15/小西・角・藤沢・石坂

●男子50km
　33/小西 健吾　3:36.47

不参加

不参加

不参加

不参加

不参加

不参加

●男子30km
　37/角 昭吾　2:02.58
　46/小西 健吾　2:08.05

●男子15km
　33/小西 健吾　59.29
　53/角 昭吾　1:01.13
　96/藤沢 良一　1:05.55
　103/石坂 良治　1:07.31

●個人Gundersen
　24/藤沢 良一　395.7
　29/石坂 良治　383.9

●男子リレー
　10/矢口 賢　2:36:45.3
　　 　佐藤 常貴雄
　　 　松橋 高司
　　 　北村 辰夫

●男子50km
　28/高橋 秀蔵　3:29:34.0
　31/矢口 賢　3:31:37.9

●男子ジャイアントスラローム
　40/茂原 博太郎　2:06.9
　46/斉藤 貢　2:10.6

●男子スラローム
　17/福原 吉春　2:36.25
　21/見谷 昌禧　2:41.45
　DNF/伊藤 敏信
　DNF/藤島 幸造

●男子スラローム
　21/茂原 博太郎　2:00.10
　31/斉藤 貢　2:05.37

Cortina dAmpezzo (ITA)
コルティナ・ダンペッツォ（イタリア）

●男子スラローム
　３/猪谷 千春　1:56.7
　21/園部 勝
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Falun (SWE)　ファルン（スウェーデン）
Ale (SWE)

オーレ（スウェーデン）
●男子ダウンヒル
　37/斉藤 貢　2:22.7
　41/茂原 博太郎　2:27.7
●男子コンバインド
　17/茂原 博太郎
　20/斉藤 貢

1932年

1937年

1935年

不参加

不参加

不参加

不参加

Aspen(USA)
アスペン（アメリカ）1950年

Zakopane (POL)
ザコパネ（ポーランド）1939年

1933年

●純飛躍
　10/伊黒 正次　不明 　39/菊地 富三　不明

　藤山 嘉造・次井 晨
　（種目成績不明）

Hohe Tatra (TCH) ハイタトラ（チェコスロバキア）

1927年

Lahti (FIN)　ラハティ（フィンランド）1926年

Johannisbad (TCH)　ヨハニスバッド（チェコスロバキア）1925年

1931年

Oslo (NOR)　オスロ（ノルウェー）
1930年

1929年 Zakopane (POL)　ザコパネ（ポーランド）

St.Moritz (SUI)
サンモリッツ（スイス）

Solleftea (SWE)　ソレフテア（スウェーデン）
1934年

Innsbruck (AUT)　インスブルック（オーストリア）

Engelberg (SUI)
エンゲルベルグ（スイス）

Chamonix (FRA)　シャモニ（フランス）

Innsbruck (AUT)
インスブルック（オーストリア）1936年

Murren (SUI)
ミューレン（スイス）

FIS Freestyle Ski World Championships

フリースタイル世界選手権

Freestyle
フリースタイル

FIS Snowboard World Championships

スノーボード世界選手権

Snowboard
スノーボード



●男子スラローム
　19/古川 年正　1:43.33
　DNF/柏木 正義

●女子ジャイアントスラローム
　28/沖津 はる江　1:27.41
　35/南雲 美津代　1:29.35
　45/片桐 美雪　1:34.01

●女子スラローム
　27/片桐 美雪　1:40.28
　29/猪谷 素子　1:51.03
　DNF/大杖 美保子

●女子ダウンヒル
　31/猪谷 素子　1:48.49
　32/片桐 美雪　1:48.51
　33/大杖 美保子　1:50.33

●女子スラローム
　25/沖津 はる江　1:55.30
　26/南雲 美津代　1:57.13
　29/片桐 美雪　1:58.45

●女子ダウンヒル
　27/南雲 美津代　2:07.18
　35/沖津 はる江　2:11.87
●女子コンバインド
　17/南雲 美津代
　18/沖津 はる江

●男子ダウンヒル
　36/大杖 正彦　2:31.23
●男子ジャイアントスラローム
　40/柏木 正義　4:36.83
　56/古川 年正　4:46.39
　65/村上 吉弘　4:52.84

●女子コンバインド
　13/片桐 美雪
　15/猪谷 素子
　DNF/大杖 美保子

●男子コンバインド
　16/福原 吉春
　21/猪股 栄一
　23/気田 義也

●男子スラローム
　DNF/福原 吉春　3:35.04
　DNF/猪股 栄一
　DNF/気田 義也

●女子ジャイアントスラローム
　29/片桐 美雪　1:36.46
　31/大杖 美保子　1:40.10
　33/猪谷 素子　1:43.41

●女子ダウンヒル
　41/南雲 美津代　2:01.29
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●男子ジャイアントスラローム
　36/福原 吉春　3:35.04
　47/猪股 栄一　3:41.44
　48/気田 義也　3:44.32

●男子15km
　40/佐藤 志郎　52:18.89
　48/早坂 毅代司　52:51.28

●70mノーマルヒル
　19/敦賀 栄　225.1
　30/会沢 仁康　213.8
　37/伊藤 高男　210.8
　40/川端 隆普実　208.1
●90mラージヒル
　33/会沢 仁康　196.7
　41/川端 隆普実　180.9
　42/伊藤 高男　180.6
　45/敦賀 栄　164.9

●女子リレー
　９/大関・菊池・照井・松村

●女子10km
　35/大関 時子　34:52.61
　36/菊池 篤子　35:44.94
　37/照井 美喜子　36:12.13
　40/松村 美代子　38:38.69

●女子5km
　34/大関 時子　16:63.79
　36/菊池 篤子　17:11.81
　37/照井 美喜子　17:26.97

●男子30km
　49/須藤 昇　1:45:24.89

●男子15km
　54/後藤 一義　45:38.94
　62/須藤 昇　47:07.60

●個人Gundersen
　15/勝呂 裕司　393.94
　30/荒谷 一夫　359.16
　33/中野 秀樹　356.98
　41/大崎 照弘　327.84

●男子リレー
　12/佐藤常・岩谷・松岡・谷藤秀夫

●70mノーマルヒル
　２/笠谷 幸生　237.7
　７/青地 清二　231.6
　15/藤沢 隆　221.8
　40/沢田 久喜　203.1
●90mラージヒル
　６/藤沢 隆　207.7
　32/笠谷 幸生　188.4
　42/沢田 久喜　176.1
　44/青地 清二　173.6

●男子50km
　40/柴田 国男　3:09:46.20
　棄権/浅野 義雄

●男子30km
　36/松岡 昭義　1:48:21.88
　48/岩谷 俊一　1:52:36.70
　50/浅野 義雄　1:52:40.01
　棄権/佐藤 常貴雄

●個人Gundersen
　８/勝呂 裕司　386.12
　20/板垣 宏志　345.30
　30/佐々木 信孝　316.92
　35/荒谷 一夫　211.90

●女子リレー
　10/浅井・高橋・樋口

●女子10km
　28/高橋 弘子　41:25.1
　33/横山 光子　43:56.6

●女子5km
　32/高橋 弘子　19:54.4
　34/横山 光子　20:59.8

●男子リレー
　11/佐藤常・佐藤和・小川・上村

●70mノーマルヒル
　16/藤沢 隆　204.8
　17/笠谷 幸生　203.6
　43/田口 民夫　182.0
　51/沢田 久喜　169.9
●90mラージヒル
　２/藤沢 隆　207.6
　28/笠谷 幸生　173.7
　35/田口 民夫　167.0
　36/沢田 久喜　166.7 ●男子50km

　20/佐藤 常貴雄　3:23:55.7
　棄権/今井 進

●男子30km
　30/佐藤 常貴雄　1:46:11.7
　39/佐藤 和男　1:48:07.6
　40/上村 浩平　1:48:44.5

●男子15km
　27/佐藤 和男　50:44.9
　31/佐藤 常貴雄　51:22.3
　37/北村 辰夫　52.11.2
　40/小川 弘　52:20.5

●男子スラローム
　7/海和 俊宏　1:03.20
　17/沢口 学　1:08.48
　26/市村 政美　1:10.63
　DNF/児玉 修

●男子ジャイアントスラローム
　35/海和 俊宏　3:11.48
　46/児玉 修　3:14.37
　52/沢口 学　3:15.93
　DNF/市村 政美

●女子ダウンヒル
　38/小島 景子　1:59.84
●女子ジャイアントスラローム
　42/小島 景子　2:15.75
●女子スラローム
　DNF/小島 景子

●女子20km
　31/藤木 弘美　1:23:51.71

●女子コンバインド
　26/沖津 はる江
●女子ジャイアントスラローム
　26/沖津 はる江　1:50.56
　27/南雲 美津代　1:50.59
　36/岡崎 恵美子　1:54.76
●女子スラローム
　22/南雲 美津代　1:42.67
　27/沖津 はる江　1:43.93
　28/岡崎 恵美子　1:44.95

●女子10km
　40/藤木 弘美　43:26.00

●女子5km
　35/藤木 弘美　21:44.28

●男子50km
　18/佐藤 志郎　2:55:01.15
　29/早坂 毅代司　2:58:51.54

●男子30km
　35/早坂 毅代司　1:39:20.15
　47/佐藤 志郎　1:42:20.0

●個人Gundersen
　29/久保田 三知男　330.85
　30/山本 進　306.35
　31/古川 牧雄　284.10

●男子ダウンヒル
　24/片桐 幹雄　2:08.11
　51/富井 澄博　2:17.64

●90mラージヒル
　8/笠谷 幸生　210.8
　11/青地 清二　202.9
　32/板垣 宏志　155.8
　51/伊藤 高男　125.5

Portillo (CHI)
ポルティーヨ（チリ）

●男子ダウンヒル
　47/福原 吉春　1:44.11
　52/猪股 栄一　1:47.54
　56/気田 義也　1:50.99

●男子ダウンヒル
　28/富井 澄博　2:02.19
　35/片桐 幹雄　2:04.26
●男子ジャイアントスラローム
　30/千葉 晴久　3:26.73
　33/富井 澄博　3:27.47
　36/山本 郁夫　3:29.61
　DNF/市村 政美
●男子スラローム
　DNF/富井 澄博
　DNF/市村 政美
　DNF/千葉 晴久

●男子Gundersen
　15/谷口 明見　412.78
　27/藤沢 隆　387.43
　31/大久保 勝利　375.81

●女子10km
　29/浅井 宇良子　39:10.48
　30/高橋 弘子　39:19.78
　39/樋口 佐江子　41:28.45
　41/加藤 富士子　42:18.91

Oslo (NOR)
オスロ（ノルウェー）

●女子5km
　29/浅井 宇良子　19:56.27
　35/高橋 弘子　20:35.50
　36/樋口 佐江子　20:40.13
　38/加藤 富士子　20:58.83
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Lahti (FIN)
ラハティ（フィンランド）

Garmisch-Partenkirchen (GER)
ガルミッシュ・パルテンキルヘン（ドイツ）

Falun (SWE)
ファルン（スウェーデン）

St.Moritz (SUI)
サンモリッツ（スイス）

Visoke Tatry (TCH)
ビソケ タトリ（チェコスロバキア）

Val Gardena/Groden (ITA)
ヴァル・ガルディナ（イタリア）

●70mノーマルヒル
　９/笠谷 幸生　234.7
　28/金野 昭次　216.4
　30/青地 清二　215.2
　31/益子 峰行　214.3



●女子ダウンヒル　不参加

●男子ダウンヒル
　DNF/千葉 信哉

●男子ジャイアントスラローム
　24/岩谷 高峰　2:44.81
　29/千葉 信哉　2:49.75
　DNF/沢田 敦

●男子コンバインド
　14/千葉 信哉

●男子スラローム
　12/海和 俊宏　1:53.89
　17/沢田 敦　1:57.20
　18/岩谷 高峰　1:57.28
　DNF/児玉 修
●女子ダウンヒル
　石川 園代
　成田 早瀬
●女子コンバインド
　28/石川 園代
　30/成田 早瀬

●男子ダウンヒル
　27/千葉 信哉　2:11.72

Bormio (ITA)
ボルミオ（イタリア）

●女子ジャイアントスラローム
　39/石川 園代　2:55.16
　40/成田 早瀬　2:58.87
●女子スラローム
　23/成田 早瀬　1:57.50
　DNF/石川 園代

●女子ダウンヒル
　23/川端 絵美　1:47.76
　32/山本 さち子　1:49.06
●女子スーパーG
　19/川端 絵美　1:23.28
　32/大関 千秋　1:25.15
　33/山本 さち子　1:25.28

●女子ジャイアントスラローム
　39/佐藤 幸恵　2:31.40
●女子スラローム
　22/佐藤 幸恵　1:38.09

●男子スーパーG
　22/千葉 信哉　1:24.57
　28/熊谷 克仁　1:25.17
●男子コンバインド
　DNF/岡部 哲也
　DNF/千葉 信哉
●男子ジャイアントスラローム
　DNF/岡部 哲也
　DNF/石岡 千秋
　DNF/熊谷 克仁
●男子スラローム
　17/岡部 哲也　1:58.69
　18/石岡 千秋　1:59.16
　DNF/岩谷 高峰

●女子コンバインド
　27/川端 絵美
　28/山本 さち子
●女子ジャイアントスラローム
　32/川端 絵美　2:30.12
　34/山本 さち子　2:32.61
　35/大関 千秋　2:32.66
　36/佐藤 幸恵　2:32.71
●女子スラローム
　17/大関 千秋　1:40.39
　DNF/佐藤 幸恵
　DNF/川端 絵美
　DNF/山本 さち子

　

●団体
　８/高畠 啓博　1080.88
　　 柏谷 学
　　 丸山 寿明

●男子15km
　39/佐々木 一成　47:08.4
　50/結城 谷行　48:21.0

●70mノーマルヒル
　24/佐藤 晃　200.9
　57/田中 信一　174.5
　60/宮崎 泰栄　167.6
　64/佐々木 孝元　152.5
●90mラージヒル
　43/佐々木 孝元　166.3
　55/田中 信一　154.2
　56/宮崎 泰栄　151.2
　60/嶋 宏大　142.1
●団体
　16/嶋・佐々木・田中・佐藤

●男子50km
　18/結城 谷行　2:19:51.8
　38/佐々木 一成　2:28:32.2

●男子30km
　45/結城 谷行　1:41:05.0
　棄権/佐々木 一成

●個人Gundersen
　28/阿部 雅司　379.45
　29/児玉 和興　377.05
　37/宮崎 秀基　368.14

●男子ダウンヒル
　35/熊谷 克仁　2:12.27
　DNF/千葉 信哉

●男子15km
　62/結城 谷行　48:14.0

●団体
　10/成田 収平　1086.32
　　 　宮崎 秀基
　　 　内田 博喜

●個人Gundersen
　27/宮崎 秀基　342.07
　31/成田 収平　325.44
　38/内田 博喜　297.24

　

●男子ジャイアントスラローム
　20/岡部 哲也　2:36.02
　24/千葉 信哉　2:37.95
　DNF/大高 弘昭

●70mノーマルヒル
　16/佐藤 晃　194.3
　21/秋元 正博　190.5
　31/西方 千春　182.0
　54/松橋 暁　163.2

●男子スラローム
　14/大高 弘昭　1:45.39
　DNF/石岡 千秋
　DNF/岡部 哲也

●女子5km
　44/中島 和子　17:45.4
　47/清水目 美保子　18:14.6
　51/山本 留美子　18:39.2
　52/冨井 弘子　18:42.0

●女子リレー
　12/清水目・中島・山本・冨井

●女子20km
　29/中島 和子　1:05:52.2
　34/清水目 美保子　1:06:55.5
　42/冨井 弘子　1:11:24.4
　43/山本 留美子　1:13:33.8

●女子10km
　39/中島 和子　35:20.5
　44/清水目 美保子　35:51.0
　49/冨井 弘子　37:49.9
　50/山本 留美子　37:50.0

●男子30km
　58/結城 谷行　1:31:35.8

●70mノーマルヒル
　22/西方 千春　225.8
　31/八木 弘和　216.3
　38/松橋 暁　205.8
　41/秋元 正博　201.0
●90mラージヒル
　42/松橋 暁　187.2
　43/八木 弘和　185.3
　46/西方 千春　172.1
　53/秋元 正博　144.0
●団体
　８/中津信雄・松橋・秋元・八木

●男子リレー
　12/早坂 毅代司　2:10:09.2
　　 　福内一二
　　　 佐々木一成
　　 　結城谷行

●男子50km
　32/結城 谷行　2:49:09.9
　34/早坂 毅代司　2:49:33.7
　37/福内 一二　2:52:10.5

●男子30km
　45/早坂 毅代司　1:28:40.8
　48/福内 一二　1:29:16.2
　53/佐々木 一成　1:30:40.3

●男子15km
　44/福内 一二　41:57.1
　56/佐々木 一成　43:09.3
　64/結城 谷行　45:05.4

●個人Gundersen
　26/高畠 啓博　377.945
　27/丸山 寿明　372.360
　30/柏谷 学　361.625
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●90mラージヒル
　17/佐藤 晃　190.2
　19/西方 千春　183.8
　32/秋元 正博　173.0
　34/渡瀬 弥太郎　167.2

Oberstdorf (GER)
オーベルストドルフ（ドイツ）

●団体
　６/渡瀬 弥太郎　484.4
　　 佐藤 晃
　　 西方 千春
　　 秋元 正博

●Team
　７/阿部・児玉・宮崎

Crans Montana (SUI)
クランモンタナ（スイス）

●男子エアリアル
　14/横山 岳男
　28/角皆 優人
　36/工藤哲史
　40/松浦 崇人

Seefeld (AUT)
ゼーフェルド（オーストリア）

Oslo (NOR)
オスロ（ノルウェー）

Schladming (AUT)
シュラドミング（オーストリア）

●男子複合
　14/角皆 優人
●女子アクロ
　18/吉田 光枝

Tignes (FRA)
ティーニュ（フランス）

●男子アクロ
　14/角皆 優人
　28/松本 和俊
●男子モーグル
　41/喜田一彦
　42/角皆 優人

●男子50km
　46/結城 谷行　2:26:43.5



●男子ダウンヒル　不参加

●女子モーグル　不参加

●男子スーパーG　不参加

●男子スーパーG　中止

Vail (USA)
ヴェイル（アメリカ）

●女子スーパーG
　16/川端 絵美　1:20.87

●男子コンバインド
　29/岡部 哲也
　31/押切 敬司
●男子ジャイアントスラローム
　32/押切 敬司　2:49.38
　34/森 信之　2:49.91
　DNF/岡部 哲也
●男子スラローム
　14/押切 敬司　2:13.20
　DNF/森 信之
　DNF/岡部 哲也
●女子ダウンヒル
　5/川端 絵美　1:48.32

●男子スーパーG
　48/押切 敬司　1:43.56
　54/森 信之　1:45.33

●女子ジャイアントスラローム
　33/川端 絵美　2:14.61
　41/山本 さち子　2:19.33
　53/吉田 美輝子　2:26.54
●女子スラローム
　26/山本 さち子　1:34.55
　DNF/吉田 美輝子
　DQ/川端 絵美

●男子10kmC
　27/佐々木 一成　27:20.9

●女子コンバインド
　11/川端 絵美
●女子ジャイアントスラローム
　23/山本 さち子　2:41.78
　24/川端 絵美　2:42.67
　28/大関 千秋　2:46.36
●女子スラローム
　17/川端 絵美　1:38.27
　20/大関 千秋　1:39.29
　DNF/山本 さち子

●女子スーパーG
　31/川端 絵美　1:12.30
　35/山本 さち子　1:13.80
●女子コンバインド
　8/川端 絵美

●男子ダウンヒル
　39/富井 剛志　2:00.44
　41/石岡 拓也　2:01.70

●男子コンバインド
　15/木村 公宣
●男子ジャイアントスラローム
　26/岡部 哲也　2:37.27
　30/石岡 拓也　2:40.04
　35/押切 敬司　2:42.71
　DNF/木村 公宣

●女子スーパーG
　32/川端 絵美　1:36.74
　42/上村 文代　1:38.49

●女子ジャイアントスラローム
　30/川端 絵美　1:36.74
　DNF/上村 文代

●男子スラローム
　16/木村 公宣　2:01.57
　17/石岡 拓也　2:01.81
　22/伊東 秀人　2:04.43
　DNF/岡部 哲也

●男子コンバインド
　８/木村 公宣
　27/川口 城二

●男子スラローム
　20/木村 公宣　1:44.99
　24/押切 敬司　1:45.83

●男子ダウンヒル
　34/富井 剛志　1:35.51

●男子ジャイアントスラローム
　23/木村 公宣　2:21.01
　32/川口 城二　2:24.02
　33/押切 敬司　2:24.06

●女子コンバインド
　29/池田 和子　2:27.08
　DNF/川端 絵美

●女子スラローム
　30/川端 絵美　1:37.77
　31/池田 和子　1:38.13

●女子ダウンヒル
　29/川端 絵美　1:29.41

●15kmC
　15/佐々木 一成　42:40.7

●男子30kmC
　45/長浜 一年　1:24:07.5
　50/佐々木 一成　1:24:26.6
　59/今井 博幸　1:25:17.0
　61/渡辺 博文　1:25:32.3

●女子15kmC
　20/青木 富美子　48:23.3
　54/横山 寿美子　52:39.1
　棄権/太田 美和

●女子CC複合
　24/青木 富美子　42:34.5
　59/横山 寿美子　46:49.9

●女子5kmC
　41/青木 富美子　14:23.1
　67/横山 寿美子　16:36.0

●男子リレー
　11/長浜・渡辺・佐々木・今井

●男子CC複合
　42/佐々木 一成　1:06:12.1
　43/渡辺 博文　1:06:12.5
　53/長浜 一年　1:07:13.2

●男子10kmC
　42/長浜 一年　26:51.6
　50/渡辺 博文　27:02.3
　64/佐々木 一成　27:30.3
　80/今井 博幸　28:06.3

●個人Gundersen
　１/荻原 健司　222.2
　５/河野 孝典　213.3
　６/阿部 雅司　218.2
　40/三ヶ田 礼一　159.7
●団体
　１/河野 孝典　663.7
　　 阿部 雅司
　　 荻原 健司

●男子50kmF
　16/渡辺 博文　2:09:33.3
　23/佐々木 一成　2:10:38.8
　49/今井 博幸　2:17:48.6

●団体
  ５/須田 健仁　716.0
　　 岡部 孝信
　　 葛西 紀明
　　 原田 雅彦

　

●女子30kmF
　40/青木 富美子　1:32:38.9

●70mノーマルヒル
　１/原田 雅彦　237.8
　７/西方 仁也　214.5
　10/葛西 紀明　208.9
　14/岡部 孝信　206.8

●女子ダウンヒル
　17/川端 絵美　1:31.06

●団体
　３/三ヶ田 礼一　605.5
　　 阿部 雅司
　　 児玉 和興

●70mノーマルヒル
　５/東 和広　216.6
　15/原田 雅彦　198.6
　33/竹内 卓哉　172.6
　34/二階堂 学　171.7
●90mラージヒル
　10/東 和広　191.7
　17/原田 雅彦　182.7
　23/竹内 卓哉　166.7
　36/葛西 紀明　141.1
●団体
　11/葛西・東・竹内・原田

●個人Gundersen
　11/阿部 雅司　221.7
　16/三ヶ田 礼一　213.7
　24/児玉 和興　182.6
　30/河野 孝典　174.4

●女子30kmF
　22/青木 富美子　1:26:33.4

●女子15kmC
　13/青木 富美子　47:36.7

●女子10kmF
　16/青木 富美子　30:15.4

●女子5kmC
　19/青木 富美子　14:52.8

●50kmF
　10/佐々木 一成　1:07:45.2

●男子15kmF
　14/佐々木 一成　38:16.5

●団体
　15/清水・東・葛西

●個人Gundersen
　27/宮崎 秀基　42:31.6
　33/丸山 寿明　43:46.7
　38/児玉 和興　45:08.
●団体
　10/児玉・宮崎・丸山
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Falun (SWE)
ファルン（スウェーデン）

Shizukuishi (JPN)
雫石（日本）

Saalbach (AUT)
ザールバッハ（オーストリア）

Val di Fiemme (ITA)
ヴァル・ディフィエメ（イタリア）

●90mラージヒル
　４/原田 雅彦　231.2
　７/葛西 紀明　202.9
　12/岡部 孝信　189.4
　56/西方 仁也　51.2

●90mラージヒル
　54/清水 貞雄　120.5
　56/東 輝　119.9
　57/葛西 紀明　117.0

●50kmF
　11/佐々木 一成　2:20:51.1

●30kmC
　13/佐々木 一成　1:27:50.4

●15kmF
　７/佐々木 一成　41:29.1

●70mノーマルヒル（1本）
　20/東 輝　96.0
　54/葛西 紀明　81.1
　棄権/清水 貞雄

●男子モーグル
　26/岩渕 隆二
　67/本間 篤史
●男子エアリアル
　29/横山 岳男

●男子エアリアル
　11/永井 祐二
　19/横山 岳男
　26/武用 健
　32/中野 銀次郎

Lake Placid (USA)
レークプラシッド（アメリカ）

●男子アクロ
　19/丹野 正義

●女子アクロ
　８/田中 由香子

●男子モーグル
　26/山崎 修

Altenmarkt (AUT)
アルテンマルクト（オーストリア）

●男子アクロ
　21/生沼 英幸

●女子アクロ
　15/田中 由香子

●男子エアリアル
　17/永井 祐二
　24/武用 健

Oberjoch (GER)
オーベルヨッホ（ドイツ）

●女子アクロ
　18/上村 祐代

●男子アクロ
　18/丹野 正義
　21/松本 和俊
　38/中野 銀次郎
●男子モーグル
　26/山崎 修
　33/蟹沢 正美
　43/中野 銀次郎

Lahti (FIN)
ラハティ（フィンランド）

●男子複合
　６/中野 銀次郎

●女子エアリアル
　11/藤井 博子
　19/工藤 千鶴子



●男子ダウンヒル　不参加
●男子スーパーG　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加

●男子50kmF　　不参加

●女子30kmF　不参加

●女子ダウンヒル　不参加

●女子ジャイアントスラローム
　20/池田 和子　1:38.30
●女子スラローム
　DNF/池田 和子

●男子ジャイアントスラローム
　21/川口 城二
　DNF/木村 公宣
●男子スラローム
　15/平澤 岳　1:47.03
　DNF/木村 公宣

※雪不足の為96年に延期

●男子ダウンヒル
　33/富井 剛志　1:54.99
●男子スーパーG
　44/富井 剛志

●男子スラローム
　DNF/木村 公宣
　DNF/平澤 岳

●男子ジャイアントスラローム
　21/川口 城二　2:58.23
　DNF/浦木 健太

●女子スーパーG
　35/柏木 久美子　1:29.36
●女子ジャイアントスラローム
　DNF/池田 和子
　DNF/広井 法代
　DNF/柏木 久美子
●女子スラローム
　29/池田 和子　1:51.62
　31/柏木 久美子　1:54.93
　DNF/広井 法代

■代表
葛西 紀明
須田 健仁

●団体
　２/船木 和喜　905.0
　　 岡部 孝信
　　 原田 雅彦
　　 斉藤 浩哉

●ラージヒル
　１/原田 雅彦　252.1
　10/船木 和喜　230.2
　11/斉藤 浩哉　228.3
　12/岡部 孝信　227.0

●男子10kmC
　22/蛯沢 克仁　25:19.5
　39/神津 正昭　26:05.3
　54/今井 博幸　26:20.7
　棄権/堀米 光男

●団体
　９/荻原 次晴　865.0
　　 上野 隆
　　 大竹 太志
　　 荻原 健司

●個人Gundersen
　１/荻原 健司　232.0
  34/荻原 次晴　182.5
　40/大竹 太志　225.5
　55/上野 隆　170.0

●女子リレー
　12/古澤・青木・横山寿・大高

●女子15kmF
　33/横山 寿美子　47:08.7
　49/古澤 緑　49:49.4

●女子CC複合
　41/青木 富美子　48:00.0
　49/横山 寿美子　49:13.9
　51/古澤 緑　49:21.1
　58/大高 友美　50:58.3

●団体
　１/阿部 雅司　980.5
　　 荻原 次晴
　　 荻原 健司
　　 河野 孝典

●女子30kmC
　29/青木 富美子　1:30:37.4
　30/横山 寿美子　1:30:56.4
　棄権/佐藤 恵美子

●女子15kmF
  23/横山 久美子　39:40.5
　28/青木 富美子　39:52.2
　38/横山 寿美子　40:20.8
　51/佐藤 恵美子　41:09.9

●女子CC複合
　31/青木 富美子　42:17.7
　43/横山 久美子　43:01.9
　53/大高 友美　44:28.4
　棄権/横山 寿美子

●女子5kmC
　27/青木 富美子　14:18.6
　48/大高 友美　14:42.6
　53/横山 久美子　14:57.5
　62/横山 寿美子　15:04.8

●男子リレー
　14/蛯沢・今井・堀米・神津
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●男子CC複合
　21/蛯沢 克仁　1:04:01.6
　34/神津 正昭　1:05:15.5
　59/今井 博幸　1:07:00.3

　

●男子50kmC
　15/蛯沢 克仁　2:24:35.6
　16/今井 博幸　2:24:38.1
　60/長浜 一年　2:37:41.5
　61/神津 正昭　2:38:36.8

●男子30kmF
　39/神津 正昭　1:10:41.1
　49/堀米 光男　1:11:23.9
　51/長浜 一年　1:11:44.2
　55/今井 博幸　1:12:21.5

1
9
9
7
年

●ノーマルヒル
　２/原田 雅彦　258.5
　４/船木 和喜　256.0
　８/斉藤 浩哉　252.5
　12/岡部 孝信　247.0

●ノーマルヒル
　１/岡部 孝信　266.0
　２/斉藤 浩哉　256.3
　７/西方 仁也　222.5
　38/船木 和喜
　53/原田 雅彦
●ラージヒル
　５/船木 和喜　251.5
　15/岡部 孝信　182.0
　22/安崎 直幹　158.2
　24/西方 仁也　156.6
●団体
　３/安崎 直幹　836.9
　　 斉藤 浩哉
　 　西方 仁也
　　 岡部 孝信

■代表
伊藤 直人
須田 健仁

●個人Gundersen
　５/荻原 健司　246.0
　８/阿部 雅司　232.0
　10/荻原 次晴　236.0
　19/河野 孝典　239.0
　22/森 敏　232.0

●女子5kmC
　44/青木 富美子　17:27.1
　48/古澤 緑　17:31.3
　53/横山 寿美子　17:47.6
　62/大高 友美　18:08.0

●男子リレー
　13/今井・長浜・蛯沢・渡辺

●男子30kmC
　25/今井 博幸　1:22:58.8
　35/長浜 一年　1:24:15.0
　47/蛯沢 克仁　1:25:33.5
　48/渡辺 博文　1:25:36.1

●男子CC複合
　24/今井 博幸　1:08:46.3
　33/長浜 一年　1:09:33.8
　45/蛯沢 克仁　1:10:36.8
　63/渡辺 博文　1:13:47.8

●男子10kmC
　34/今井 博幸　27:10.9
　42/長浜 一年　27:34.4
　54/渡辺 博文　27:50.3
　61/蛯沢 克仁　28:06.5

Thunder Bay (CAN)
サンダーベイ（カナダ）
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Sestrieres (ITA)
セストリエール（イタリア）

Trondheim (NOR)
トロンハイム（ノルウェー）

●女子リレー
　15/大高・青木・横山久・横山寿

Sierra Nevada (SPA)
シェラネバダ（スペイン）

●女子モーグル
　15/里谷 多英
　16/上村 愛子
●女子エアリアル
　15/岩渕 千代子
　22/逸見 佳代

●女子アクロ
　４/田中 由香子
　17/福本 望
　18/伊知智 麻子

●男子アクロ
　12/生沼 英幸
　20/長谷川 宏太郎
●男子モーグル
　14/三浦 豪太
　33/原 大虎
　36/附田 雄剛
●男子エアリアル
　33/安藤 和明
●女子アクロ
　15/田中 由香子
　23/近藤 有希子
●女子モーグル
　12/里谷 多英

Nagano (JPN)
長野（日本）

●男子アクロ
　19/長谷川 宏太郎
●男子モーグル
　11/原 大虎
　14/附田 雄剛
　26/三浦 豪太
　27/森 徹
●男子エアリアル
　26/安藤 和明

La Clusaz (FRA)
ラ クルーズ（フランス）

Lienz (AUT)
リエンツ（オーストリア）

●女子ジャイアントスラローム
　22/上島 しのぶ
　36/町田 祥子
　37/内山 康恵
　39/立石 直
　41/杉森 清美
●女子スラローム
　20/箭木 孝美
　22/内山 康恵
　23/町田 祥子
　24/立石 直
　DNF/熊谷 昭美

●男子スラローム
　44/後藤 友樹
　48/飯田 圭
　59/深田 寛之
　DNF/小嶋 久幸
　DNF/中村 基嗣
●男子スノーボードクロス
　13/後藤 友樹
　33/飯田 圭
　DQ/小嶋 久幸
●女子ハーフパイプ
　10/武山 香里
　22/田谷 綾子
　24/山口 利美
　27/上田 ユキエ
　37/本吉 里子

●女子パラレルSL
　21/箭木 孝美
　22/五十嵐 一美
　23/町田 祥子
●女子ジャイアントスラローム
　18/箭木 孝美
　19/町田 祥子
　DQ/五十嵐 一美

San Candido/Innichen (ITA)
サンキャンディド（イタリア）

●男子ハーフパイプ
　12/西田 崇
　37/綿谷 直樹
　40/曽根 和広
　42/渡辺 伸一
●男子パラレルSL
　41/後藤 友樹
　45/小嶋 久幸
　46/飯田 圭
　60/深田 寛之
●男子ジャイアントスラローム
　41/中村 基嗣
　43/小嶋 久幸
　50/後藤 友樹
　60/飯田 圭

●女子パラレルSL
　16/箭木 孝美
　18/内山 康恵
　23/町田 祥子
　25/熊谷 昭美

●男子ハーフパイプ
　11/渡辺 伸一
　14/井沢 貞登
　25/今井 崇雄
●男子パラレルSL
　22/二星 謙一
　33/松里 啓
　39/中村 基嗣
●男子ジャイアントスラローム
　26/二星 謙一
　34/中村 基嗣
　35/松里 啓
●女子ハーフパイプ
　７/堤 千寿子
　10/本吉 里子



●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加

●女子30kmF　Cancelled

●男子ダウンヒル
　28/滝下 靖之　1:17.25
●男子スーパーG
　DNF/滝下 靖之
●男子ジャイアントスラローム
　不参加
●男子スラローム
　14/木村 公宣　1:44.45
　DNF/平澤 岳

●女子ジャイアントスラローム
　35/池田 和子　2:18.83
　DNF/柏木 久美子
●女子スラローム
　30/柏木 久美子　1:42.05
　DNF/池田 和子

●男子スーパーG
　38/滝下 靖之　1:26.56

●男子スラローム
　10/皆川 賢太郎　1:41.53
　19/佐々木 明　1:44.74
　DNF/木村 公宣

●男子ダウンヒル
　DNF/滝下 靖之

●男子ジャイアントスラローム
　不参加

●女子スラローム
　DNF/広井 法代
　DNF/柏木 久美子

●女子ジャイアントスラローム
　16/柏木 久美子　2:25.69
　26/広井 法代　2:28.84

●ノーマルヒル
　１/船木 和喜　255.0
　２/宮平 秀治　253.5
　３/原田 雅彦　252.0
　５/葛西 紀明　247.5
●ラージヒル
　３/宮平 秀治　258.8
　５/船木 和喜　251.5
　６/原田 雅彦　246.8
　９/斉藤 浩哉　226.9
　10/葛西 紀明　222.3

●団体ラージヒル
  ４/宮平 秀治　837.9
　　 吉岡 和也
　　 原田 雅彦
　　 葛西 紀明
●団体ノーマルヒル
　４/宮平 秀治　886.5
　　 岡部 孝信
　　 葛西 紀明
　　 原田 雅彦

●個人スプリント
　３/荻原 健司　+31.0
　６/森 敏　+42.2
　27/冨井 彦　+2:09.8
　32/大竹 太志　+2:29.8
●団体
  ５/正木 栄二　+2:30.5
　　 森 敏
　　 富井 彦
　　 荻原 健司
　

●女子リレー
 12/大高・横山寿・横山久・古澤

●ラージヒル
　14/宮平 秀治　213.2
　19/葛西 紀明　195.6
　20/吉岡 和也　194.5
　33/原田 雅彦　 86.3

Lahti (FIN)
ラハティ（フィンランド

●男子リレー
　14/今井・蛯沢克・堀米・渡辺

●男子スプリント
　５/荻原 健司　+42.6
　18/森 敏　+2:19.3
　24/高橋 大斗　+2:40.7
　33/小林 範仁　+3:47.6
●団体
　５/森 敏　+1:04.8
　　 高橋 大斗
　　 富井 彦
　　 荻原 健司

●男子CC複合
　30/今井 博幸　49:06.3
　41/堀米 光男　50:06.3
　49/蛯沢 克仁　50:53.6
　失格/金丸 富男
●男子30kmC
　21/今井 博幸　1:17:51.0
　35/蛯沢 克仁　1:19:12.7
　42/工藤　博　1:20:26.3
　棄権/金丸 富男

●男子15kmC
　45/今井 博幸　43:54.0
　47/工藤　博　44:04.4
　49/金丸 富男　44:06.9

●個人Gundersen
　７/荻原 健司　+2:24.5
　12/高橋 大斗　+3:07.3
　25/森 敏　+5:08.7
　35/冨井　彦　+6:23.5

●ノーマルヒル
　５/原田 雅彦　217.5
　８/葛西 紀明　215.5
　19/吉岡 和也　193.0
　20/宮平 秀治　188.5
　32/船木 和喜　 81.5

●女子CC複合
　33/後藤 鹿子　30:24.4
　39/横山 寿美子　30:45.9
　46/青木 富美子　31:25.5
　棄権/夏見 円

●女子スプリント
　失格/後藤 鹿子

St.Anton (AUT)
サンアントン（オーストリア）

Ramsau (AUT)
ラムソウ（オーストリア）

Vail (USA)
ヴェイル（アメリカ）

●50kmF
　12/今井 博幸　2:10:33.2
　33/蛯沢 克仁　2:16:25.9
　43/工藤　博　2:20:34.5

●女子10kmC
　22/横山 寿美子　29:03.7
　29/後藤 鹿子　29:41.8
　52/青木 富美子　30:52.2
　58/曽根田 千鶴　31:10.7

●女子15kmC
　40/夏見　円　49:21.5
　47/横山 寿美子　49:41.2
　48/曽根田 千鶴　50:21.8

●男子リレー
　13/今井・蛯沢・堀米・工藤

●男子スプリント
　失格/金丸 富男

●30kmF
　56/今井 博幸　1:26:10.8
　62/蛯沢 克仁　1:27:54.9
　64/渡辺 博文　1:28:08.8
　棄権/堀米 光男
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●50kmC
　16/今井 博幸　2:24:13.4
　50/蛯沢 克仁　2:37:38.6

●男子CC複合
　50/今井 博幸　1:11:01.1
　51/蛯沢 克仁　1:11:07.0
　60/蛯沢 大輔　1:13:53.6
　棄権/堀米 光男

●女子30kmF
　38/古澤 緑　1:39:52.6
　43/横山 久美子　1:41:14.5
　47/青木 富美子　1:41:30.3
　50/大高 友美　1:43:41.3

●団体
　２/葛西 紀明　987.0
　　 宮平 秀治
　　 原田 雅彦
　　 船木 和喜

●10kmC
　37/今井 博幸　26:23.7
　50/堀米 光男　26:47.9
　52/蛯沢 克仁　26:49.4
　66/蛯沢 大輔　27:39.8

●個人Gundersen
　６/荻原 健司　+2:36.0
　21/森 敏　+4:56.1
　29/冨井 彦　+5:58.4
　37/正木 栄二　+7:13.4
　42/大竹 太志　+8:07.3

●女子CC複合
　37/古澤 緑　46:52.4
　38/横山 寿美子　47:07.8
　41/青木 富美子　47:22.6
　46/大高 友美　47:48.4

●女子15kmF
　36/古澤 緑　44:03.5
　47/横山 久美子　46:25.9
　48/横山 寿美子　47:01.4

●女子5kmC
　27/横山 寿美子　14:07.1
　39/青木 富美子　14:28.8
　46/古澤 緑　14:39.1
　56/大高 友美　14:56.8

●男子デュアルモーグル
　８/附田 雄剛
　９/野田 鉄平
　17/中元 勝也
　17/遠藤 淳平
●女子エアリアル
　21/逸見 佳代
●女子モーグル
　３/上村 愛子
　10/里谷 多英
　31/畑中 みゆき

Blackcomb (CAN)
ブラッコム（カナダ）

●男子エアリアル
　23/中西 拓
●男子モーグル
　14/野田 鉄平
　18/中元 勝也
　23/附田 雄剛
　41/遠藤 淳平

●男子エアリアル
　19/中西 拓
●女子アクロ
　11/近藤 有希子
　15/福本 望
　16/稲葉 舞子
●女子モーグル
　12/畑中 みゆき
　21/堀江 寿美代
　23/上村 愛子
●女子デュアルモーグル
　４/上村 愛子
　17/畑中 みゆき
●女子エアリアル
　17/岩崎 彰子

●女子ハーフパイプ
　16/橋本 通代
　26/三宅 陽子
　28/吉川 由里
　44/吉見 早映
●女子ジャイアントスラローム
　29/竹内 智香
　31/飯田 蘭
　33/長谷川 美穂
　36/家根谷 依里

Madonna di Campiglio (ITA)
マドンナ・ディ・カンピリオ

（イタリア）
●男子ハーフパイプ
　22/村上 大輔
　25/宮脇 健太郎
　27/山田 勝也
　33/渡辺 伸一
　57/中井 孝治
●男子ジャイアントスラローム
　37/川口 晃平
　39/宮尾 一徳
　41/後藤 友樹
　DNF/森野 伊智
●男子パラレルGS
　30/鶴岡 剣太郎
　37/後藤 友樹
　40/森野 伊智
　62/川口 晃平
●男子パラレルSL
　35/後藤 友樹
　37/宮尾 一徳
　46/鶴岡 剣太郎
　52/森野 伊智
　54/川口 晃平
●男子スノーボードクロス
　DQ/後藤 友樹

●女子リレー
　14/横山・後藤・青木・曽根田

Berchtesgaden (GER)
ベルヒテスガーデン（ドイツ）

●男子ハーフパイプ
　８/渡辺 伸一
　32/土井 隼人
　33/梶 康洋
　35/戸谷 隼人
●男子ジャイアントスラローム
　26/森野 伊智
　32/橋本 朝臣
　33/後藤 友樹
　DNF/川口 晃平
●男子パラレルGS
　39/後藤 友樹
　49/橋本 朝臣
　51/森野 伊智
　61/川口 晃平

Meiringen (SUI)
メイリンゲン（スイス）

●男子アクロ
　15/長谷川 宏太郎
●男子モーグル
　17/中元 勝也
　20/野田 鉄平
　24/原 大虎
●男子デュアルモーグル
　５/附田 雄剛
　17/原 大虎
　17/野田 鉄平
　17/中元 勝也

●男子パラレルSL
　30/後藤 友樹
　37/川口 晃平
　41/橋本 朝臣
　DNF/森野 伊智

●女子パラレルGS
　39/長谷川 美穂
　42/竹内 智香
　47/飯田 蘭
　50/塚本 芽衣子
　57/家根谷 依里
●女子パラレルSL
　26/長谷川 美穂
　27/家根谷 依里
　37/飯田 蘭
　45/竹内 智香
　47/塚本 芽衣子
●女子スノーボードクロス
　６/三宅 陽子

●女子パラレルGS
　15/長谷川 美穂
　47/飯田 蘭
　49/降旗 洋子
●女子パラレルSL
　25/降旗 洋子
　26/飯田 蘭
　DNF/長谷川 美穂
●女子スノーボードクロス
　30/飯田 蘭
　31/降旗 洋子

●男子スノーボードクロス
　34/後藤 友樹
　36/川口 晃平
　DNF/森野 伊智
●女子ハーフパイプ
　７/吉川 由里
　20/斉藤 明音
●女子ジャイアントスラローム
　20/飯田 蘭
　23/長谷川 美穂
　34/降旗 洋子



●男子ダウンヒル　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加 ●男子スノーボードクロス　不参加
●女子コンバインド　不参加

●男子ダウンヒル　不参加
●男子スーパーG　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加

●男子ビッグエア　不参加

●女子ハーフパイプ　不参加

Whistler(CAN)
ウィスラー（カナダ）

●男子スローボードクロス
　39/千村 格
　47/長嶋 勇也
　48/小口 雅裕
●男子パラレルGS
　23/鶴岡 剣太郎
　24/戸崎 啓貴
　42/川口 晃平
　48/服部 冬樹
●男子パラレルSL
　30/川口 晃平
　39/戸崎 啓貴
　44/鶴岡 剣太郎
　53/服部 冬樹

●男子ハーフパイプ
　8/中井 孝治
　10/成田 童夢
　11/石原 崇裕
　14/國母 和宏

●女子ハーフパイプ
　７/中島 志保
　15/成田 夢露
　24/山岡 聡子
　27/田村 弥生

Kreischberg (AUT)
クライシュベルグ（オーストリア）

●男子ハーフパイプ
　11/成田 童夢
　35/村上 大輔
　45/中井 孝治
　52/村上 史行
　DNF/藤本 光海
　DNF/川口 晃平
●男子パラレルGS
　33/川口 晃平
　DNF/藤本 光海

●女子スローボードクロス
　25/土井 奈津子
　31/三宅 陽子
　35/白鳥 直子
●女子パラレルGS
　15/竹内 智香
　17/家根谷 依里
　DNF/飯田 蘭
　DNF/山岸 雪
●女子パラレルSL
　７/竹内 智香
　41/家根谷 依里
　42/飯田 蘭
　47/山岸 雪

●男子スーパーG
　38/佐々木 明　1:44.37
●男子コンバインド
　DNF/佐々木 明
●男子ジャイアントスラローム
　DNF/大瀧 徹也
　DNF/佐々木 明
●男子スラローム
　22/木村 公宣　1:43.03
　DNF/皆川 賢太郎
　DNF/佐々木 明

●女子ジャイアントスラローム
　33/柏木 久美子　2:38.95
●女子スラローム
　29/広井 法代　1:45.54
　38/柏木 久美子　1:49.36

●男子ジャイアントスラローム
　26/吉岡 大輔　2:55.98
　DNF/佐々木 明
●男子スラローム
　18/湯淺 直樹　1:44.80
　23/岡田 利修　1:48.38
　DNF/佐々木 明
　DNF/皆川 賢太郎

●女子ジャイアントスラローム
　30/廣井 法代　2:19.85
　34/星 瑞枝　2:20.44
●女子スラローム
　21/星 瑞枝　1:53.61
　23/湯本 浩美　1:55.84
　24/柏木 久美子　1:56.08
　DNF/廣井 法代

●ノーマルヒル
　18/東 輝　239.0
　21/葛西 紀明　237.0
　36/伊東 大貴　110.0
　37/岡部 孝信　109.0
●ラージヒル
　25/宮平 秀治　239.0
　28/岡部 孝信　236.1
　31/伊東 大貴　118.0
　36/葛西 紀明　110.7

●ラージヒル
　３/葛西 紀明　286.5
　５/宮平 秀治　264.4
　16/船木 和喜　237.6
　38/東 輝　91.9

●団体
　９/伊東 大貴　929.5
　　 岡部 孝信
　　 東 輝
　　 葛西 紀明

●男子パシュート
　36/蛯沢 克仁　1:23:25.9
　38/斉藤 亮　1:23:29.5
　43/駒村 俊介　1:24:24.8
　55/金丸 富男　1:26:16.8

●女子10kmC
　30/横山 寿美子　28:07.3
　37/石田 正子　28:40.3
　47/越田 夕香　30:02.4

●女子15kmC
　17/福田 修子　42:03.1
　19/横山 寿美子　42:03.7
　36/石田 正子　43:24.9
　39/夏見 円　44:50.5

●女子ダブルパシュート
　32/横山 寿美子　27:45.3
　39/福田 修子　27:58.7
　56/夏見 円　29:56.3
　57/越田 夕香　30:06.4

●男子リレー
　14/蛯沢・駒村・斉藤・金丸

●男子15kmF
　61/金丸 富男　37:59.1
　66/斉藤 亮　38:20.3

●男子50kmC
　21/蛯沢 克仁　2:30:58.9
　22/駒村 俊介　2:31:07.4

●男子チームスプリント
　不参加

●女子スプリント
　16/夏見 円　3:41.15

●個人スプリント
　10/高橋 大斗　+1:13.0
　27/青木 純平　+2:39.6
　28/北村 隆　+3:01.6
　34/畠山 陽輔　+3:15.2
●団体
　９/畠山 陽輔　+4:35.5
　　 北村 隆
　　 正木 誠
　　 青木 純平

●男子スプリント
　41/駒村 俊介

●個人Gundersen
　23/畠山 陽輔　+2:49.5

●女子リレー
　12/石田・福田・曽根田・横山

●女子30kmF
　34/福田 修子　1:21:38.8
　42/越田 夕香　1:25:58.3

●女子10kmF
　29/横山 寿美子　29:03.8
　43/曽根田 千鶴　29:43.0
　53/大林 千沙　30:48.1

●女子30kmC
　23/横山 寿美子　1:31:53.0
　33/曽根田 千鶴　1:33:53.0
　49/大林 千沙　1:41:45.1

●女子パシュート
　37/曽根田 千鶴　45:38.1
　43/石田 正子　47:04.0
　48/大林 千沙　48:33.2
　棄権/横山 寿美子

●女子チームスプリント
　15/夏見・福田　13:44.7

●女子スプリント
　32/夏見 円
　36/福田 修子

●団体
　２/船木 和喜　1010.1
　　 東 輝
　　 宮平 秀治
　　 葛西 紀明

●男子ダブルパシュート
　43/神津 正昭　49:35.0
　52/金丸 富男　50:19.0
　56/堀米 光男　50:44.9
　61/蛯沢 克仁　51:43.1

●個人Gundersen
　10/高橋 大斗　+2:21.8
　18/森 敏　+4:06.2
　26/小林 範仁　+5:22.0
　33/青木 純平　+6:07.3
●個人スプリント
　29/高橋 大斗　+1:58.3
　32/森 敏　+2:09.3
　43/小林 範仁　+3:13.7
　45/冨井　彦　+3:30.1

●女子リレー
　12/石田・福田・横山・越田

●男子リレー
　９/蛯沢・今井・堀米・神津

●男子50kmF
　9/今井 博幸　1:56:33.5
　20/堀米 光男　1:58:04.6
　32/神津 正昭　1:58:53.2
　45/蛯沢 克仁　2:02:41.7

●男子スプリント
　17/恩田 祐一　3:12.15

●ノーマルヒル
　３/葛西 紀明　259.5
　４/宮平 秀治　259.0
　15/船木 和喜　235.5
　26/高野 鉄平　221.5

Oberstdorf(GER)
オーベルストドルフ（ドイツ）

Bormio/St.Caterina(ITA)
ボルミオ/セントカタリーナ

（イタリア）

2
0
0
5
年

Val di Fiemme (ITA)
ヴァル・ディフィエメ（イタリア）

St.Moritz (SUI)
サンモリッツ（スイス）

2
0
0
3
年

●男子15kmC
　34/神津 正昭　37:42.8
　49/堀米 光男　38:31.8
　棄権/今井 博幸
　　　　  恩田 祐一

●男子30kmC
　18/蛯沢 克仁　1:14:00.7
　25/今井 博幸　1:14:59.8
　36/金丸 富男　1:16:45.3
　棄権/神津 正昭

●団体
　６/小林 範仁　844.5
　　 高橋 大斗
　　 青木 純平
　　 森 敏

Ruka(FIN)
ルカ（フィンランド）

●男子ハーフパイプ
　12/上野 雄大
●男子スキークロス
　20/河野 健児
　30/小林 幸世
　39/北村 明史
●男子エアリアル
　27/瀬上 悟

●女子デュアルモーグル
　３/上村 愛子
　９/畑中 みゆき
　17/伊藤 みき

●男子デュアルモーグル
　６/益川 雄
　９/附田 雄剛
　17/野々垣 宏記

●女子スキークロス
　６/福島 のり子
●女子エアリアル
　20/逸見 佳代
●女子モーグル
　４/上村 愛子
　19/畑中 みゆき
　21/伊藤 みき

●男子モーグル
　22/益川 雄
　25/附田 雄剛
　41/野々垣 宏記

●女子デュアルモーグル
　６/里谷 多英
　17/上村 愛子
　DNS/畑中 みゆき

Deer Valley (USA)
ディアバレー（アメリカ）

●男子エアリアル
　24/桑原 豪
　30/水野 剣
●男子モーグル
　11/附田 雄剛
　20/益川 雄
　23/上野 修
●男子デュアルモーグル
　２/附田 雄剛
　17/益川 雄
　17/下山 研朗
　33/上野 修
●女子エアリアル
　DNF/千田 直美
●女子モーグル
　14/上村 愛子
　14/里谷 多英
　14/畑中 みゆき

●男子パラレルSL
　26/川口 晃平
　37/藤本 光海

●女子パラレルSL
　13/家根谷 依里
　29/飯田 蘭
　30/竹内 智香
　41/塚本 芽衣子
●女子スノーボードクロス
　27/三井 香織

●男子ビッグエア
　12/中井 孝治
　17/石川 健二
●女子ハーフパイプ
　９/山岡 聡子
　27/吉見 茉保
　30/岩渕 千代子
●女子パラレルGS
　33/飯田 蘭
　39/竹内 智香
　44/家根谷 依里
　48/塚本 芽衣子



●男子ダウンヒル　不参加 ●男子ハーフパイプ　中止

●男子ビッグエア　不参加
●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加
●女子スーパーコンバインド　不参加

●女子ハーフパイプ　中止

●女子エアリアル　不参加

●男子ダウンヒル　不参加
●男子スーパーG　不参加
●男子スーパーコンバインド　不参加

●男子リレー　不参加
●男子50km Mst  不参加 ●女子ダウンヒル　不参加

●女子スーパーG　不参加
●女子スーパーコンバインド　不参加

●男子ビッグエア　不参加

●女子30km Mst　不参加

●女子エアリアル　不参加

Arosa(SUI)
アローザ（スイス）

●男子スローボードクロス
　28/高橋 翔
　46/五十嵐 幸太
　48/石田 達哉
　54/長嶋 勇也
●男子パラレルGS
　26/野藤 優貴

●女子スローボードクロス
　25/藤森 由香
　28/土井 奈津子

●男子パラレルSL
　42/野藤 優貴

●女子ハーフパイプ
　２/山岡 聡子
　４/中島 志保
　19/岡田 良菜

●男子スーパーG
　54/佐々木 明　1:17.99
●男子スーパーコンバインド
　36/佐々木 明　2:43.20
●男子ジャイアントスラローム
　28/佐々木 明　2:23.41
●男子スラローム
　18/湯淺 直樹　2:04.47
　DNF/佐々木 明

●女子パラレルGS
　12/家根谷 依里
　15/竹内 智香
　42/佐藤 江峰
●女子パラレルSL
　11/家根谷 依里
　14/竹内 智香
　34/佐藤 江峰

●男子ハーフパイプ
　２/國母 和宏
　11/石原 崇裕
　14/村上 大輔
　65/青野 令

Gangwon(KOR)
カンウォン（韓国）

●男子スローボードクロス
　14/千村 格
　30/高橋 翔
　36/伊藤 晃一
●男子パラレルGS
　20/斯波 正樹
　24/野藤 優貴
　36/服部 冬樹
●男子パラレルSL
　21/服部 冬樹
　27/川口 晃平
　36/野藤 優貴
　41/斯波 正樹

●女子ハーフパイプ
　４/山岡 聡子
　５/中島 志保
　8/岡田 良菜
　38/降旗 由紀

●男子ハーフパイプ
　１/青野 令
　13/工藤 洸平
　14/渡部 耕大
　52/石原 崇裕

●女子スローボードクロス
　16/土井 奈津子
　22/藤森 由香
　29/石橋 喜代子
　46/吉田 宏美
●女子パラレルGS
　４/竹内 智香
　28/家根谷 依里
　42/佐藤 彩佳
　43/宮武 祥子
●女子パラレルSL
　６/家根谷 依里
　13/竹内 智香
　37/宮武 祥子
　40/佐藤 彩佳

●女子スラローム
　35/関塚 真美　1:51.89
　36/湯本 浩美　1:52.95

Are(SWE)
オーレ（スウェーデン）

●女子ジャイアントスラローム
　43/湯本 浩美　2:41.87
　DNF/関塚 真美

●男子スラローム
　DNF/湯淺 直樹
　DNF/佐々木 明
　DNF/皆川 賢太郎

●男子ジャイアントスラローム
　29/湯淺 直樹　2:26.79
　DNF/佐々木 明

●女子ジャイアントスラローム
　DNF/星 瑞枝
●女子スラローム
　DNF/星 瑞枝

●女子ノーマルヒル
　10/渡瀬 あゆみ　197.5
　17/伊藤 有希　157.5
　21/竹田 歩佳　130.5
　25/山田 いずみ　114.0

●個人スプリント
　25/小林 範仁　+2:52.5
　31/渡部 暁斗　+3:45.4
　32/加藤 大平　+4:04.2

●男子パシュート
　36/山岸 修　1:15:18.7
　41/駒村 俊介　1:16:29.6
　43/神津 正昭　1:16:38.3
　46/蛯沢 克仁　1:17:06.1

●男子スプリント
　26/恩田 祐一
　33/山岸 修

Sapporo(JPN)
札幌（日本）

●個人Gundersen
　26/小林 範仁　+4:28.1
　27/加藤 大平　+4:28.4
　35/渡部 暁斗　+5:41.6
　40/湊 祐介　+6:47.2

●女子10kmF
　48/曽根田 千鶴　26:53.1

●女子パシュート
　23/横山 寿美子　43:26.2
　26/石田 正子　43:32.9
　38/曽根田 千鶴　45:02.1

●女子チームスプリント
　13/ 福田・夏見　17:38.7

●女子スプリント
　５/夏見 円
　20/福田 修子

●ノーマルヒル
　20/伊東 大貴　227.5
　34/葛西 紀明　107.5
　37/伊藤 謙司郎　106.0
　45/岡部 孝信　102.0
●ラージヒル
　16/栃本 翔平　219.4
　21/岡部 孝信　208.2
　24/葛西 紀明　202.2
　29/伊東 大貴　173.9
●団体
　３/栃本 翔平　905.9
　　 岡部 孝信
　　 伊東 大貴
　　 葛西 紀明

●団体
　８/永井 秀昭　+5:17.7
　　 加藤 大平
　　 渡部 暁斗
　　 小林 範仁

※高橋 大斗
開始前のトレで骨折

●男子チームスプリント
　12/ 山岸・恩田　18:37.5

●男子チームスプリント
　10/本田・恩田

●男子スプリントF
　27/恩田 祐一

●男子パシュート
　43/本田 尚平　1:19:57.5

●女子チームスプリント
　４/夏見・石田

●女子パシュート
　14/石田 正子　42:51.4
　54/福田 修子　46:28.3

●女子30km C
　13/石田 正子　1:35:28.2
　20/横山 寿美子　1:37:13.8
　24/曽根田 千鶴　1:37:32.6

●男子リレー
　15/蛯沢・駒村・山岸・神津

●男子15kmF
　43/神津 正昭　38:42.9
　44/大山 勝広　38:43.5
　56/成瀬 野生　39:11.6

■代表
湯本 史寿

●男子50km C
　20/駒村 俊介　2:25:47.5
　24/蛯沢 克仁　2:26:50.0
　46/神津 正昭　2:37:36.4

●男子ラージヒル
　20/伊東 大貴　119.8
　32/葛西 紀明　107.4
　34/栃本 翔平　106.2
　45/岡部 孝信　89.2

●男子15km C
　44/本田 尚平　42:06.8
　61/恩田 祐一　43:50.9

●女子リレー
　８/ 夏見・石田・横山・福田

●女子10km C
　８/石田 正子　29:19.9
　44/夏見 円　31:30.0
　DNS/柏原 理子

●個人ノーマルヒル/Mst
　14/高橋 大斗　240.7
　15/湊　祐介　240.2
　17/小林 範仁　236.2
　27/加藤 大平　217.5
●個人ノーマルヒル/10km
　５/小林 範仁　+1:02.9
　６/湊 祐介　+1:11.4
　21/高橋 大斗　+2:40.1
　33/渡部 暁斗　+3:58.0
●団体
　１/湊 祐介
　　 加藤 大平
　　 渡部 暁斗
　　 小林 範仁

●男子ノーマルヒル
　14/岡部 孝信　251.0
　22/伊東 大貴　237.5
　30/葛西 紀明　218.5
　39/湯本 史寿　114.5

●男子団体
　１/栃本 翔平
　　 岡部 孝信
　　 伊東 大貴
　　 葛西 紀明

●女子スプリントF
　28/夏見 円
　45/福田 修子
　46/柏原 理子

●女子リレー
　７/夏見・石田・柏原・福田

Liberec(CZE)
リベレツ（チェコ）

Val dlsere(FRA)
ヴァル・ディゼール（フランス）

2
0
0
9
年

2
0
0
7
年

●男子エアリアル
　26/西川 史朗
　27/田原 直哉
　28/水野 剣
　32/倉田 孝太郎
●男子ハーフパイプ
　18/丹野 幹也
　19/津田 健太朗
　23/寺田 斉史
　26/桑原 裕希
●男子モーグル
　４/西 伸幸
　７/附田 雄剛
　16/尾崎 快
　38/上野 修
●男子デュアルモーグル
　２/西 伸幸
　７/附田 雄剛
　42/尾崎 快
　42/上野 修
●女子スキークロス
　18/福島 のり子
　23/大久保 優
　DNS/梅原 玲奈

●女子ハーフパイプ
　７/松浦 絵美
　10/畑中 みゆき
　14/岡田 菜穂子
　16/三星 マナミ
●女子モーグル
　１/上村 愛子
　４/伊藤 みき
　９/里谷 多英
　19/村田 愛里咲
●女子デュアルモーグル
　１/上村 愛子
　２/伊藤 みき
　４/里谷 多英
　13/村田 愛里咲

Madonna di Campiglio(ITA)
マドンナ・ディ・カンピリオ

（イタリア）

●男子スキークロス
　25/瀧澤 宏臣
　31/松原 良輔
　34/小林 幸世
　37/河野 健児
●男子モーグル
　19/上野 修
　20/西 伸幸
　22/附田 雄剛
　42/尾崎 快
●男子デュアルモーグル
　10/上野 修
　18/尾崎 快
　20/西 伸幸
　25/附田 雄剛

Inawashiro(JPN)
猪苗代（日本）

●男子スキークロス
　12/瀧澤 宏臣
　31/松原 良輔
　32/土井 俊幸
　38/VIC 小林

●女子スキークロス
　７/福島 のり子
　13/山下 瑞絵
　15/齋藤 茜
●女子モーグル
　14/上村 愛子
　17/伊藤 みき
●女子デュアルモーグル
　14/伊藤 みき
　19/上村 愛子

●男子エアリアル
　21/倉田 孝太郎



●男子ダウンヒル　不参加 ●男子ビッグエア　不参加
●男子スーパーG　不参加
●男子スーパーコンバインド　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加
●女子スーパーコンバインド　不参加 ●男子スロープスタイル　不参加

●男子エアリアル　不参加
●男子スロープスタイル　不参加

●女子スロープスタイル　不参加

●女子エアリアル　不参加
●女子スロープスタイル　不参加

●男子ダウンヒル　不参加 ●男子スロープスタイル　不参加
●男子スーパーG　不参加 ●男子ビッグエア　不参加
●男子スーパーコンバインド　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加
●女子スーパーコンバインド　不参加

●女子スロープスタイル　不参加
●女子ハーフパイプ　不参加

●女子スキークロス　不参加
■代表　瀧澤 宏臣

●男子ダウンヒル　不参加
●男子スーパーG　不参加
●男子スーパーコンバインド　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加 ●男子スロープスタイル　不参加
●女子スーパーコンバインド　不参加 ●男子ハーフパイプ　不参加

●男子スキークロス　不参加
●女子エアリアル　不参加

●男子ビッグエア　不参加

●女子スロープスタイル　不参加
●女子ハーフパイプ　不参加

●女子ビッグエア　不参加

●女子スローボードクロス
　12/藤森 由香
●女子パラレルGS
　20/竹内 智香
　32/家根谷 依里

●女子パラレルSL
　13/竹内 智香
　26/家根谷 依里

●女子ハーフパイプ
　10/岡田 良菜
　25/松本 遥奈

●女子パラレルSL
　８/竹内 智香
　23/家根谷 依里
●女子スローボードクロス
　16/藤森 由香

●女子スロープスタイル
　１/鬼塚 雅
　15/佐藤 夏生

La Molina（SPA）
ラモリーナ（スペイン）

●男子スローボードクロス
　48/桃野 慎也
●男子パラレルGS
　DNF/斯波 正樹
●男子ハーフパイプ
　８/青野 令
　９/平岡 卓
　14/細川 孝介
●男子パラレルSL
　30/斯波 正樹

Stoneham(CAN)
ストーンハム（カナダ）

●男子ハーフパイプ
　２/平岡 卓
　５/青野 令
　14/佐藤 秀平
　17/細川 孝介
●男子パラレルGS
　26/斯波 正樹
●男子パラレルSL
　33/斯波 正樹
●男子スローボードクロス
　29/桃野 慎也

●女子パラレルGS
　７/竹内 智香
　17/家根谷 依里

Kreischberg(AUT)
クライシュベルグ（オーストリア）

●男子スノーボードクロス
　33/桃野 慎也
　48/渡辺 大介
●男子ハーフパイプ
　5/平岡 卓
　16/片山 來夢
　26/今井 郁海
　29/子出藤 歩夢
●男子スロープスタイル
　14/稲村 樹
●男子パラレルSL
　18/斯波 正樹
　33/吉岡 健太郎
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●男子パラレルGS
　17/斯波 正樹
　20/吉岡 健太郎

●女子スノーボードクロス
　11/藤森 由香
　29/岩垂 かれん
●女子ハーフパイプ
　４/大江 光

●女子パラレルSL
　15/竹内 智香
　DSQ/家根谷 依里
●女子パラレルGS
　３/竹内 智香
　19/家根谷 依里

●女子スラローム
　41/花岡 萌
　DNF/長谷川 絵美
　DNF/星 瑞枝

●女子ジャイアントスラローム
　40/星 瑞枝
　41/長谷川 絵美
　46/花岡 萌

●男子スラローム
　６/湯淺 直樹
　28/大越 龍之介
　DNF/佐々木 明

Garmisch-Partenkirchen(GER)
ガルミッシュ・パルテンキルヘン（ドイツ）

●男子ジャイアントスラローム
　55/大越 龍之介

●男子ジャイアントスラローム
　29/石井 智也　2:37.85
●男子スラローム
　19/佐々木 明　1:54.36
　DNF/大越 龍之介
　DNF/湯淺 直樹
　DNF/石井 智也

●女子ジャイアントスラローム
　19/長谷川 絵美　2:12.37
　31/星 瑞枝　2:15.38
●女子スラローム
　37/星 瑞枝　1:47.92
　44/清澤 恵美子　1:52.00
　DNF/長谷川 絵美

●男子ジャイアントスラローム
　不参加

●男子団体
　５/清水 礼留飛　1099.1
　　 葛西 紀明
　　 伊東 大貴
　　 竹内 択
●女子ノーマルヒル
   ２/髙梨 沙羅　251.0
 　20/伊藤 有希　194.3
 　22/茂野 美咲　191.1
 　24/平山 友梨香　188.0 ●女子リレー

　不参加

●女子10kmF
  47/小林 由貴　27:46.5

●女子チームスプリント
　不参加

●男子スラローム
　DNF/湯淺 直樹

●女子スキーアスロン
　10/石田 正子　40:11.9
  44/小林 由貴　43:26.1

●女子スプリント
　不参加

Falun(SWE)
ファルン（スウェーデン）

Beaver Creek(USA)
ビーバークリーク（アメリカ）

●女子ジャイアントスラローム
　28/長谷川 絵美
●女子スラローム
　18/長谷川 絵美

●個人ノーマルヒル/10km
　４/渡部 暁斗　+38.4
　５/永井 秀昭　+42.3
　12/渡部 善斗　+1:14.6
　13/加藤 大平　+1:20.2
●チームスプリント
　４/加藤 大平　+44.5
　　 渡部 暁斗

●男子ノーマルヒル
　７/竹内 択　238.0
　15/伊東 大貴　230.6
　21/渡瀬 雄太　224.0
　35/葛西 紀明　100.8

●団体
　４/渡部 善斗　+5.7
　　 加藤 大平
　　 渡部 暁斗
　　 湊 祐介

●個人ラージヒル/10km
　６/加藤 大平　+24.7
　９/渡部 暁斗　+36.0
　16/渡部 善斗　+1:13.7
　18/永井 秀昭　+1:23.8

●男子ラージヒル
  10/伊東 大貴　276.9
  17/竹内 択　270.5
  22/葛西 紀明　263.7
  34/渡瀬 雄太　119.6
●混合団体
  １/髙梨 沙羅　10.11.0
　　 伊藤 有希
　　 伊東 大貴
　　 竹内 択

●男子50kmC
  12/吉田 圭伸

●個人ラージヒル/10km
　13/渡部 暁斗　+1:18.8
　25/加藤 大平　+2:23.5
　28/湊 祐介　+2:33.5
　34/高橋 大斗　+3:39.2

●男子ノーマルヒル
　13/伊東 大貴　229.9
　24/竹内 択　217.9
　26/葛西 紀明　215.7
　31/栃本 翔平　101.7
●男子団体
　５/湯本 史寿
　　 竹内 択
　　 葛西 紀明
　　 伊東 大貴
●男子ラージヒル
　18/伊東 大貴　236.3
　24/葛西 紀明　228.2
　26/竹内 択　224.1
　27/湯本 史寿　223.6

●個人ノーマルヒル/10km
　５/渡部 暁斗　+25.5
　33/湊 祐介　+2:37.6
　35/小林 範仁　+3:04.9
　45/高橋 大斗　+4:28.8

●男子パシュート
　42/吉田 圭伸　1:17:52.2
　56/成瀬 野生　1:20:10.9
　63/木村 正哉　1:22:34.5

●男子スプリント
　26/恩田 祐一
　48/成瀬 野生

●女子スプリント
　37/夏見 円

●男子リレー
　６/清水・吉田・木村・成瀬

●女子チームスプリント
　８/石田 正子･夏見 円

Val di Fiemme(ITA)
ヴァル・ディフィエメ（イタリア）

●団体ノーマルヒル
　６/小林 範仁
　　 渡部 暁斗
　　 高橋 大斗
　　 湊 祐介

Oslo(NOR)
オスロ（ノルウェー）

●男子15kmF
  54/成瀬 野生　38:40.2
  70/レンティング 陽　39:48.2

●男子チームスプリント
  13/宮沢 大志・恩田 祐一

●男子団体
　４/小林 潤志郎　831.2
　　 伊東 大貴
　　 竹内 択
　　 葛西 紀明

■代表
山田 優梨菜

●女子リレー
　10/夏見・ 石田・小林・柏原

●男子スキーアスロン
　22/吉田 圭伸　1:13:36.1
　44/レンティング 陽　1:16:21.8

●男子スプリント
　19/恩田 祐一
　24/宮沢 大志

●女子30kmF
　27/小林 由貴　1:32:04.7

●男子リレー
  8/宮沢・吉田・成瀬・ﾚﾝﾃｨﾝｸﾞ

●女子10kmフリー
　7/石田 正子　26:11.3
　11/小林 由貴　26:21.3
●女子リレー
　不参加

●男子15kmフリー
　33/宇田 嵩二　37.29.8
　44/レンティング 陽　38:15.9
●男子リレー
　12/レンティング・吉田・宇田・宮沢

●女子30km C
　19/石田 正子　1:29:26.9
　30/小林 由貴　1:32:29.2

●女子ノーマルヒル
　６/髙梨 沙羅　195.0
　７/渡瀬 あゆみ　192.8
　12/葛西 賀子　179.7
　15/伊藤 有希　177.1

●個人ノーマルヒル/10km
　６/渡部 暁斗　+12.2
　７/渡部 善斗　+14.4
　17/加藤 大平　+1:17.3
　18/永井 秀昭　+1:23.4
●団体
　６/加藤 大平　+1:11.5
　　 渡部 善斗
　　 永井 秀昭
　　 渡部 暁斗
●個人ラージヒル/10km
　７/渡部 善斗　+30.3
　18/渡部 暁斗　+48.2
　20/加藤 大平　+1:23.4
　28/渡部 剛弘　+1:50.9
●チームスプリント
　６/渡部 善斗　+1:25.7
　　 渡部 暁斗

●男女混合団体
　３/高梨 沙羅　888.3
　　 葛西 紀明
　　 伊藤 有希
　　 竹内 択
●ラージヒル
　11/葛西 紀明　227.3
　13/小林 潤志郎　222.7
　24/竹内 択　197.7
　28/伊東 大貴　192.1

●女子ノーマルヒル
　２/伊藤 有希　235.1
　４/高梨 沙羅　228.3
　31/勢藤 優花　90.3
　36/岩渕 香里　82.0

●男子50km C
　17/吉田 圭伸　2:27:31.3
　33/宇田 崇二　2:30:27.4
　39/レンティング 陽　2:34:59.4
　40/宮沢 大志　2:35:37.9
●女子スプリントC
　不参加
●女子スキーアスロン
　17/石田 正子　43:25.7
　34/小林 由貴　45:46.6

Schladming(AUT)
シュラドミング（オーストリア）

●男子スプリントC
　25/宮沢 大志
●男子スキーアスロン
　20/吉田 圭伸　1:18:57.5
　25/レンティング 陽　1:19:18.9
　37/宇田 嵩二　1:21:03.7
●男子チームスプリント
　16/レンティング 陽・宮沢 大志

●ノーマルヒル
　５/竹内 択　241.6
　12/伊東 大貴　225.3
　25/小林 潤志郎　214.3
　35/葛西 紀明　100.9
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●女子10kmC
　17/石田 正子　29:12.9
　53/柏原 理子　31:33.5

●女子パシュート
　11/石田 正子　40:05.5
　42/小林 由貴　43:08.1

●男子50km F
　36/吉田 圭伸　2:15:27.3
　56/成瀬 野生　2:22:16.6
　棄権/木村 正哉

●男子15km C
　12/吉田 圭伸　39:40.9
　28/清水 康平　40:40.6
●男子チームスプリント
　15/清水 康平・恩田 祐一

●団体ラージヒル
　５/渡部 暁斗
　　 加藤 大平
　　 湊 祐介
　　 小林 範仁

●女子スキークロス
　19/梅原 玲奈

■代表　遠藤 尚

Kreischberg(AUT)
クライシュベルグ（オーストリア）

●男子エアリアル
　22/田原 直哉
●男子モーグル
　18/西 伸幸
　23/吉川 空
●男子デュアルモーグル
　13/吉川 空
　22/西 伸幸

●女子モーグル
　11/星野 純子
　24/伊藤 あづさ
　26/伊藤 さつき
　28/岩本 憧子
●女子モーグル
　10/星野 純子
　21/岩本 憧子
　22/伊藤 さつき
　26/伊藤 あづさ

●女子モーグル
　２/伊藤 みき
　５/上村 愛子
　６/村田 愛里咲
　26/星野 純子
●女子スロープスタイル
　12/辻 麻衣子
　13/岡 令子
　14/高尾 千穂

Voss-Oslo(NOR)
ヴォス-オスロ（ノルウェー）

●男子ハーフパイプ
　20/成田 緑夢
　24/寺田 斉史
　28/津田 健太朗
●男子モーグル
　12/遠藤 尚
　25/四方 元幾
　29/吉川 空
　33/西 伸幸
●男子エアリアル
　17/田原 直哉
●男子デュアルモーグル
　５/遠藤 尚
　17/西 伸幸
　42/吉川 空
　45/四方 元幾

●女子30kmC
  10/石田 正子　1:29:39.0
  35/小林 由貴　1:42:16.5

●男子デュアルモーグル
　３/西 伸幸
　28/遠藤 尚

●女子モーグル
　12/村田 愛里咲
　20/星野 純子
●女子スキークロス
　22/梅原 玲奈
　DNS/福島 のり子

●男子スロープスタイル
　37/米谷 優
　42/歌川 創志
●男子スキークロス
　40/河野 健児
●女子ハーフパイプ
　３/小野塚 彩那
　４/三星 マナミ

●女子ハーフパイプ
　９/松浦 絵美
　10/三星 マナミ
●女子デュアルモーグル
　13/村田 愛里咲
　20/星野 純子

■代表
渡瀬 あゆみ
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Deer Valley(USA)
ディアバレー（アメリカ）

●男子モーグル
　18/西 伸幸
　21/遠藤 尚
●男子スキークロス
　26/河野 健児
　39/福井 五大
●男子ハーフパイプ
　26/津田 健太朗
　28/曽根原 功



●男子ダウンヒル　不参加
●男子スーパーG　不参加
●男子アルペンコンバインド　不参加 ●男子スロープスタイル　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加
●女子アルペンコンバインド　不参加

●男子ハーフパイプ　不参加
●男子スキークロス　不参加 ●男子ビッグエア　不参加
●男子スロープスタイル　不参加
●女子モーグル　不参加

●混合団体　不参加 ●女子デュアルモーグル　不参加
●女子エアリアル　不参加

●女子スノーボードクロス　不参加
●女子スロープスタイル　不参加

●女子スーパーG　不参加 ●男子スキークロス　不参加
●男子スーパーG　不参加 ●女子スキークロス　不参加
●女子アルペンコンバインド　不参加
●男子ダウンヒル　不参加 ●女子スノーボードクロス　不参加
●女子ダウンヒル　不参加 ●女子ビッグエア　不参加
●男子アルペンコンバインド　不参加
●混合団体　不参加

●女子エアリアル　不参加

●女子スロープスタイル　不参加
●混合団体エアリアル　不参加

●男子スラローム　不参加

●男子ビッグエア　中止
●男子ビッグエア　中止

●男子ハーフパイプ　不参加

●男子モーグル
　３/原 大智
　４/堀島 行真
　10/四方 元幾
　13/藤木 豪心
●女子モーグル
　８/冨髙 日向子
　９/星野 純子
　21/住吉 輝紗良
●男子デュアルモーグル
　３/原 大智
　８/堀島 行真
　17/四方 元幾
　23/藤木 豪心

2
0
1
9
年

●女子ハーフパイプ
　12/渡部 由梨恵

●男子スロープスタイル
　４/國武 大晃
　５/大塚 健
　32/大久保 勇利
　36/飛田 流輝

●女子スロープスタイル
　５/岩渕 麗楽
　17/鬼塚 雅

Are(SWE)
オーレ（スウェーデン）

Seefeld(AUT)
ゼーフェルド（オーストリア）

Park City(USA)
パークシティ（アメリカ）

●男子スノーボードクロス
　12/桃野 慎也
　15/高原 宜希●男子ビッグエア

　29/山本 泰成
●混合団体スノーボードクロス
　不参加
●男子パラレルGS
　40/神野 愼之助
　DSQ/斯波 正樹

●女子ハーフパイプ
　７/今井 胡桃
　14/大江 光
　16/松本 遥奈●女子モーグル

　６/星野 純子
　８/冨髙 日向子
　11/住吉 輝紗良

●男子エアリアル
　15/田原 直哉

●男子スロープスタイル
　25/山本 泰成

●男子ハーフパイプ
　２/戸塚 優斗
　６/穴井 一光
　12/片山 來夢
　13/平野 流佳

●女子パラレルGS
　DSQ/佐藤 江峰
●男子パラレルSL
　14/神野 愼之助
　35/斯波 正樹
●女子パラレルSL
　20/佐藤 江峰
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●男子パラレルGS
　10/竹内 智香
　23/家根谷 依里
●女子ビッグエア
　14/鬼塚 雅
　31/藤森 由香
　34/広野 あさみ■代表　伊藤 みき

●女子ハーフパイプ
　２/松本 遥奈
　４/大江 光
　12/今井 胡桃
●女子スロープスタイル
　３/鬼塚 雅
　８/藤森 由香
　25/広野 あさみ

●女子スノーボードクロス団体
　不参加
●女子パラレルSL
　12/竹内 智香
　35/家根谷 依里

Siera Nevada(ESP)
シェラネバダ（スペイン）

●男子ハーフパイプ
　４/平岡 卓

●男子スノーボードクロス
　10/桃野 慎也
●男子スノーボードクロス団体
　不参加
●男子パラレルSL
　29/斯波 正樹
　33/神野 愼之助
●男子パラレルGS
　11/神野 愼之助
　DNF/斯波 正樹

Siera Nevada(ESP)
シェラネバダ（スペイン）

●女子スラローム
　38/清澤 恵美子　2:12.53
　DNF/安藤 麻

St.Moritz(SUI)
サンモリッツ（スイス）

●男子ジャイアントスラローム
　42/小山 陽平　2:23.55
●男子スラローム
　DNF/湯淺 直樹
　予選敗退/小山 陽平

●女子ジャイアントスラローム
　35/安藤 麻　2:12.53

●男子ノーマルヒル
　10/伊東 大貴　249.8
　20/竹内 択　238.2
　28/葛西 紀明　221.7
　40/作山 憲斗　105.7
●混合団体
　３/高梨 沙羅　979.7
　　 竹内 択
　　 伊藤 有希
　　 伊東 大貴
●男子ラージヒル
　15/伊東 大貴　248.7
　17/竹内 択　244.8
　32/葛西 紀明　108.1
　50/作山 憲斗　81.9

●女子スプリントC
　不参加
●男子スプリントC
　不参加

Lahti(FIN)
ラハティ（フィンランド）

●女子ノーマルヒル
　２/伊藤 有希　254.6
　３/高梨 沙羅　252.6
　11/岩渕 香里　221.5
　14/勢藤 優花　213.7

●団体
　４/永井 秀昭　+1:06.0
　　 渡部 剛弘
　　 渡部 善斗
　　 渡部 暁斗
●個人ラージヒル
　２/渡部 暁斗　+4.8
　15/渡部 善斗　+1:15.9
　19/渡部 剛弘　+1:56.3
　29/永井 秀昭　+3:35.7
●チームスプリント
　３/渡部 善斗　+10.2
　　 渡部 暁斗

●女子スキーアスロン
　10/石田 正子　39:19.3
●男子スキーアスロン
　12/吉田 圭伸　1:09:59.0
　44/宮沢 大志　1:14:58.2

●女子リレー
　不参加

●女子10kmC
　19/石田 正子　27:36.4

●女子チームスプリントC
　不参加

●男子団体
　７/竹内 択　922.7
　　 小林 陵侑
　　 葛西 紀明
　　 伊東 大貴

●女子30kmF Mst
　22/石田 正子　1:11:17.8

●個人ノーマルヒル
　５/渡部 暁斗　+32.3
　20/永井 秀昭　+1:33.9
　34/渡部 剛弘　+2:26.9
　44/渡部 善斗　+3:42.9

●男子チームスプリントC
　不参加

●男子15kmC
　39/宮沢 大志　40:24.0

●男子リレー
　不参加

●男子50kmF Mst
　20/吉田 圭伸　1:48:38.6

●男子モーグル
　１/堀島 行真
　23/原 大智
　24/西 伸幸
　28/遠藤 尚
●男子デュアルモーグル
　１/堀島 行真
　24/遠藤 尚
　26/西 伸幸
　43/原 大智
●男子エアリアル
　15/田原 直哉

●女子ハーフパイプ
　１/小野塚 彩那
　10/渡部 由梨恵
●女子スキークロス
　８/梅原 玲奈

■代表
中村 直幹

●団体スプリント
　４/渡部 善斗　+56.4
　　 渡部 暁斗
●個人ノーマルヒル
　３/渡部 暁斗　+4.6
　19/渡部 善斗　+1:29.1
　20/永井 秀昭　+1:33.2
　34/山元 豪　+3:19.7
●団体ノーマルヒル
　４/山元 豪　+28.7
　　 渡部 善斗
　　 永井 秀昭
　　 渡部 暁斗

●男子ラージヒル
　４/小林 陵侑　262.0
　17/小林 潤志郎　230.0
　20/伊東 大貴　225.7
　21/佐藤 幸椰　221.4
●男子団体ラージヒル
　３/佐藤 幸椰　920.2
　　 伊東 大貴
　　 小林 潤志郎
　　 小林 陵侑
●女子団体ノーマルヒル
　６/伊藤 有希　806.1
　　 岩渕 香里
　　 丸山 希
　　 髙梨 沙羅
●女子ノーマルヒル
　６/髙梨 沙羅　236.7
　15伊藤 有希　216.6
　17/丸山 希　211.5
　28/勢藤 優花　194.2 ●男子15km C

　26/宮沢 大志　+2:22.2
　28/馬場 直人　+2:22.3
　44/成瀬 開地　+3:43.7
●女子団体リレー
　14/石田・滝沢・児玉美希・石垣
●男子団体リレー
　不参加

●男子ノーマルヒル
　７/佐藤 幸椰　210.5
　14/小林 陵侑　203.4
　17/小林 潤志郎　199.4
　34/伊東 大貴　81.9
●混合団体ノーマルヒル
　５/伊藤 有希　928.6
　　 佐藤 幸椰
　　 髙梨 沙羅
　　 小林 陵侑

●個人ラージヒル
　６/渡部 暁斗　+22.0
　16/渡部 善斗　+1:31.7
　17/永井 秀昭　+1:41.9
　26/山元 豪　+2:48.6

●男子スプリントF
　27/宮沢 大志
●女子スプリントF
　不参加
●男子スキーアスロン
　20/吉田 圭伸　+2:58.7
　24/馬場 直人　+3:40.3
　50/宮沢 大志　+6:43.3
　56/成瀬 開地　+8:49.2
●女子スキーアスロン
　50/滝沢 こずえ　+6:56.0
　52/石垣 寿美子　+7:22.1

●女子30km F Mst
　24/石田 正子　+6:48.6
　42/児玉 美希　+11:41.3
　45/石垣 寿美子　+14:09.9

●男子50km F Mst
　16/吉田 圭伸　+1:14.3
　21/馬場 直人　+1:49.5
　51/成瀬 開地　+11:36.2

●女子ジャイアントスラローム
　27/安藤 麻　2:06.35
●男子ジャイアントスラローム
　24/石井 智也　2:24.20
●女子スラローム
　DNF/向川 桜子

■代表
湯淺 直樹

●男子団体スプリントC
　不参加
●女子団体スプリントC
　不参加
●女子10km C
　26/石田 正子　+1:53.4
　54/滝沢 こずえ　+3:58.7


