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野井　来人 鏡野体協

野井海南斗 鏡野体協

山下　貴史 三菱自工ＳＣ

藤木　直樹 上斎原SC

山田　悠生 蒜山SC

山本　達也 M’sﾚｰｼﾝｸﾞ

山本　隆久 上斎原SC

高見　俊喜 蒜山SC

寺元　紀登 第２ｼｰﾊｲﾙ

寺元　誠二 高体連SC

八木　　隆 ＭＥＳ

西田　　恵 蒜山SC

森本　悠亮 三菱自工ＳＣ

中塚　俊希 加茂体協

山乗　大輔 蒜山SC

多久間太陽 蒜山SC

熊岸　朋哉 ＪＲ岡山

藤木　丈司 高体連SC

小椋　潤二 上斎原SC

杉村　真輝 蒜山SC

原田　昴冶 蒜山SC

高見　風満 高体連SC

疋田　陽一 中央市場

西川　大貴 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

上野　陽士 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

☆26 近藤　匠吾 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

能勢　恭多 加茂体協

富倉　義宏 加茂体協

☆29 湯浅　由規 加茂体協

和田　慎介 加茂体協

伴野　晃平 蒜山SC

伴野　哲平 蒜山SC

牧　　宏紀 蒜山SC

☆34 定岡丈一朗 阿新ＳＣ

鎌田　温夢 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

☆36 定岡　良磨 阿新ＳＣ

槙本　勇二 蒜山SC

長恒　泰裕 蒜山SC

遠藤　大河 蒜山SC

湯浅　雅仁 加茂体協

大谷　歩輝 第２ｼｰﾊｲﾙ

牧野　憲太 蒜山SC

鶴旨　広大 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

住谷　親助 ＪＲ岡山

浅田　安司 ＪＲ岡山

千田　雄示 ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ

種　　良一 ＮＴＴ岡山SC

奥田　賢二 加茂体協

石田　秀章 蒜山SC

池田充気郎 上斎原SC

秋田　忠成 ＪＲ岡山

宮本　直樹 ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ

荒田　美彰 第２ｼｰﾊｲﾙ

鶴旨　諒大 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

田渕　　創 上斎原SC

宮本　　護 三菱自工ＳＣ

須田　将康 阿新ＳＣ

横川　将之 第２ｼｰﾊｲﾙ

伊田　久志 阿新ＳＣ

本阪　恵一 ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ

前田　春生 ＪＲ岡山

2018/9/13現在
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登録Ｎｏ

競技者氏名 所属クラブ
ＳＡＪ
競技者
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定岡　　聡 阿新ＳＣ

八木　悠斗 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

山田　陽輝 上斎原SC

下平　篤司 蒜山SC

尾関　良介 第２ｼｰﾊｲﾙ

平松　靖弘 阿新ＳＣ

平田　華士 上斎原SC

小松　　徹 岡山教職員

間島　浩文 加茂体協

大谷　勝也 第２ｼｰﾊｲﾙ

田中　淳貴 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

藤木　精二 上斎原SC

田渕　信博 上斎原SC

上原　章孝 倉敷ＳＣ

早瀬　和道 倉敷ＳＣ

松坂　晃弘 上斎原SC

池内　孝昭 ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ

佐々木英祐 ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ

藤原　圭太 阿新ＳＣ

早瀬　秀樹 中央市場

山下　寿朗 三菱自工ＳＣ

岸本　裕樹 M’sﾚｰｼﾝｸﾞ

黒原　敏孝 M’sﾚｰｼﾝｸﾞ

片田　　誠 上斎原SC

大森　　誠 倉敷ＳＣ

高井　雅則 ＮＴＴ岡山SC

橋爪　重雄 西大寺ＳＣ

田中　誠二 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

守屋　寛二 ﾗｲｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ

黒田　眞路 蒜山SC

末永　　碧 ﾔﾝｸﾞＳＣ

浦山　哲也 ＮＴＴ岡山SC

泉原　　繁 ＪＲ岡山

山田　幸美 中央市場

新海　信二 中央市場

－ 緒方　　潤 蒜山SC

－ 宇野　伸哉 ＪＲ岡山

－ 門野　　保 三菱自工ＳＣ

－ 北村　徹都 阿新ＳＣ

－ 宮原　　望 阿新ＳＣ

－ 渡邊　郁仁 第２ｼｰﾊｲﾙ

－ 近行　博文 吉備SC

－ 正富　颯人 ﾌﾛﾝﾃｨｱSC

全日本ｽｷｰ連盟　　　　　競技本部　ｶﾚﾝﾀﾞｰ委員会 ２０１８/７/１現在

競技本部　技術運営部　　計算委員会/大会運営委員会 ２０１８/７/1現在

ｶﾃｺﾞﾘｰ 種目
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ＧＳ

ＧＳ

ＧＳ

ＧＳ
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★ 上記大会日程等は2018/9/13現在です、ｴﾝﾄﾘｰの際は主催者発行の
大会要項で開催日、ｶﾃｺﾞﾘｰ、種目等の確認をしてください。

岡山県　中・高総体　（わかさ　氷の山）2019/1/9　　～11　　

ＳＡO－ポイント取得
ＳＡＪ－ポイント取得

取得出来るﾎﾟｲﾝﾄ

SAO－ポイント取得SAO競技者登録者

出場資格者大会名 開催日

第７４回国体ｽｷｰ競技　岡山県選考会 2019/1/18　～19　　

2019/1/17　～21

19'TOYOPETcupｸﾗﾌﾞ対抗(恩原高原

2019/3/8　～10　

第４６回上斎原GSL(恩原高原)

SAJ-Ｂ

FIS/SAJポイント取得

SAJ競技者登録者

FIS競技者登録者

FIS競技者登録者

ＦＩＳ・Ａ ＳＬ

FIS/SAJポイント取得

SAJ競技者登録者

SAO－ポイント取得　　　　　SAO競技者登録者

SAO－ポイント取得　　　　　中・高体連所属者

ＦＩＳ・Ａ
SAJ・B

ＳＡＪ－ポイント取得　　　　　
SAJ-Ｂ

SAJポイント取得

SAJ競技者登録者

FIS競技者登録者

SAO－ポイント取得　　　　　

２０１９氷ノ山ｱﾙﾍﾟﾝ（氷ノ山） 2019/3/15　～17

FIS　２０１９高松宮西日本選手権
（鳥取・大山ﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄ）

ＦＩＳ・Ａ ＧＳ

SAO競技者登録者

高松宮杯第55回大山アルペン
2019だいせんﾎﾜｲﾄﾘｿﾞｰﾄＣｕｐ
B級TOＦ　Ap選手権

Ｂ(ＹＨ)
ＧＳ
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