
トガチャン2021 ⼩学1~3男⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム

1 古⾕ 智啓 ﾌﾙﾔ ﾄﾓﾋﾛ ﾊﾟｳﾀﾞｰ８ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
2 星 快芯 ﾎｼ ｶｲｼﾝ おりたて⽶ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
3 川原 聡真 ｶﾜﾊﾗ ｿｳﾏ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
4 ⾼橋 祷眞 ﾀｶﾊｼ ﾄｳﾏ 湯之⾕⼩学校
5 ⽔落 洋哉 ﾐｽﾞｵﾁ ﾋﾛﾔ
6 星 祐輔 ﾎｼ ﾕｳｽｹ 銀⼭平ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ローテーション
① 総合滑降 １〜６
② ロング ３〜６ １〜２
③ ショート ５〜６ １〜５



トガチャン2021 ⼩学4~6⼥⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム

7 難波 雪輝望 ﾅﾝﾊﾞ ﾕｷﾐ CLUB Doing
8 ⾦巻 実蕾 ｶﾈﾏｷ ﾐﾗｲ 湯沢ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ育成会
9 上村 彩希 ｶﾐﾑﾗ ｻﾂｷ ﾖｼｷｽｷｰｸﾗﾌﾞ
10 掛川 ⽇葵 ｶｹｶﾞﾜ ｱｵｲ
11 塩澤 たまき ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾏｷ HOT SHOT
12 星 柚希 ﾎｼ ﾕｽﾞｷ おりたて⽶ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
13 上⽥ くるみ ｳｴﾀﾞ ｸﾙﾐ
14 ⾼橋 彩 ﾀｶﾊｼ ｱﾔ 湯之⾕⼩学校

ローテーション
① 総合滑降 ７〜１４

② ロング １０〜１４ ７〜９

③ ショート １３〜１４ ７〜１２



トガチャン2021 ⼩学4~6男⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム
15 湯本 快誠 ﾕﾓﾄ ｶｲｾｲ ⼭ノ内⻄⼩学校
16 荒川 ⼀会 ｱﾗｶﾜ ｲｯｶｲ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
17 ⼭⽥ 晋史 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
18 岡⽥ 徠夢 ｵｶﾀﾞ ﾗｲﾑ ⼭ノ内⻄⼩学校
19 原⽥ 昊耶 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾔ
20 城下 裕都 ｼﾞｮｳｼﾀ ﾕｳﾄ ⻑⾨ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
21 ⼩林 楓真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｳﾏ ｳﾆﾄﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ローテーション
① 総合滑降 15〜21
② ロング 18〜21 15〜17
③ ショート 21〜20



トガチャン2021 60以上男⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム
22 上原 計規 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ
23 椿 三四郎 ﾂﾊﾞｷ ｻﾝｼﾛｳ
24 池⽥ 英夫 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ ｽｷｰﾁｰﾑ茅ケ崎
25 横⼭ 隆 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｼ 博多スキー愛⼦会
26 増⽥ 昌三 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾐ
27 林 昭三 ﾊﾔｼ ｼｮｳｿﾞｳ
28 徳武 利春 ﾄｸﾀｹ ﾄｼﾊﾙ 志賀⾼原SC

ローテーション
① 総合滑降 22〜28
② ロング 25〜28 22〜24
③ ショート 28〜27



トガチャン2021 中⾼⼥⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム
29 ⾼橋 穂夏 ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
30 ⻄嶋 照紗 ﾆｼｼﾞﾏ ﾃﾚｻ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
31 野川 遥佳 ﾉｶﾜ ﾊﾙｶ ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ倶楽部
32 栗栖 令奈 ｸﾘｽ ﾚｲﾅ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
33 森村 ⽇菜 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾅ ⼾隠Jr
34 ⽯橋 環芽 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾏﾒ HOT SHOT
35 堀内 乃⾥⾹ ﾎﾘｳﾁ ﾉﾘｶ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
36 今井 和加菜 ｲﾏｲ ﾜｶﾅ MRSC

ローテーション
① 総合滑降 29〜36
② ロング 33〜36 29〜32
③ ショート 36〜35



トガチャン2021 中⾼男⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム
37 藤原 剣信 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾝ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
38 宮本 ⼤誠 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｾｲ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
39 笠井 達也 ｶｻｲ ﾀﾂﾔ ⻑野市スキースポーツ少年団

40 ⾼橋 昭⼈ ﾀｶﾊｼ ｱｷﾄ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
41 野川 爽良 ﾉｶﾜ ｿﾗ ⽩⾺⾼校
42 ⼭本 祥太朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ
43 川村 ⿓太 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
44 浪花 凌⽮ ﾅﾆﾜ ﾘｮｳﾔ 富⼭FSC
45 城下 和 ｼﾞｮｳｼﾀ ﾔﾏﾄ ⻑⾨スキークラブ
46 川嶋 琉誠 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳｾｲ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
47 藤⽥ 孝裕 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ かまくらｽｷｰｸﾗﾌﾞ
48 ﾌﾞﾗｳﾝ ⿓ ﾌﾞﾗｳﾝ ﾘｭｳ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
49 ⽯橋 蒼⼟ ｲｼﾊﾞｼ ｱｵﾄﾞ HOT SHOT
50 ⽻⽣⽥ 颯 ﾊﾆｳﾀﾞ ｿｳ
51 ⾼橋 暖⼈ ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
52 柴⾕ 速也⼈ ｼﾊﾞﾀﾆ ﾊﾔﾄ
53 渡邉 颯太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀﾛｳ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
54 松井 颯之介 ﾏﾂｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知学校スキー競技会
55 堂本 琢真 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾀｸﾏ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ

ローテーション
① 総合滑降 37〜55
② ロング 44〜55 37〜43
③ ショート 50〜55 37〜49



トガチャン2021 18~59⼥⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム
56 橋本 桐乃 ﾊｼﾓﾄ ｷﾘﾉ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
57 堀⽥ 璃苑 ﾎﾘﾀ ﾘｵﾝ
58 酒井 葉⼦ ｻｶｲ ﾖｳｺ ﾃｸﾆｶﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
59 ⼩林 美和⼦ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾜｺ ｳﾆﾄﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
60 ⼩松 彩季 ｺﾏﾂ ｱｷ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
61 鐏 京⾹ ｲｼﾂﾞｷ ｷｮｳｶ
62 ⽥中 ⿇貴 ﾀﾅｶ ﾏｷ
63 佐藤 知佳 ｻﾄｳ ﾁｶ 若葉ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
64 ⼩原 美⾥ ｵﾊﾗ ﾐﾉﾘ ｼｰﾌｧｰﾗｸﾞﾙｯﾍﾟ
65 新村 愛⼦ ｼﾝﾑﾗ ｱｲｺ 三浦市ｽｷｰ協会ｽﾉｰﾗｳﾞｧｰｽﾞ

66 宝⼭ 延愛 ﾎｳﾔﾏ ﾉｱ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
67 ⾼⽊ 美那 ﾀｶｷﾞ ﾐﾅ 早稲⽥⼤学ネージュｽｷｰｸﾗﾌﾞ

68 ⽻⽣⽥ 陽南 ﾊﾆｳﾀﾞ ﾋﾅ
69 ⽥⼦ 亜希⼦ ﾀｺﾞ ｱｷｺ
70 佐藤 友⾹ ｻﾄｳ ﾕｶ
71 ⼭中 紗蘭 ﾔﾏﾅｶ ｻﾗ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄOG
72 ⽔落 真美 ﾐｽﾞｵﾁ ﾏﾐ
73 篠⽥ 陽⼦ ｼﾉﾀﾞ ﾖｳｺ TPSｸﾗﾌﾞ
74 野澤 由紀⼦ ﾉｻﾞﾜ ﾕｷｺ
75 渡邉 愛来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲﾗ 信州⼤学体育会競技スキー部

76 奥村 ⿇理⼦ ｵｸﾑﾗ ﾏﾘｺ
77 ⽥中 美樹 ﾀﾅｶ ﾐｷ
78 堀島 有紗 ﾎﾘｼﾏ ｱﾘｻ
79 ⼭本 知恵 ﾔﾏﾓﾄ ｸｽﾞｴ
80 ⼩川 純⼦ ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ
81 ⽵中 楓⽉ ﾀｹﾅｶ ﾌﾂﾞｷ
82 松⽥ 美和 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾜ
83 三重野 順⼦ ﾐﾔﾉ ｼﾞｭﾝｺ
84 鈴⽊ 郁代 ｽｽﾞｷ ｲｸﾖ ｽﾗｯｼｭｽｷｰｸﾗﾌﾞ

ローテーション
① 総合滑降 56〜84
② ロング 65〜84 56〜64
③ ショート 75〜84 56〜74



トガチャン2021 18~59男⼦
Biｂ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属チーム
85 近藤 祐輔 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ ｽｷｰﾁｰﾑｱｻﾋﾚｰｼﾝｸﾞ
86 ⽴⽥ 和久 ﾀﾂﾀ ｶｽﾞﾋｻ Team T,T
87 ⾼⻄ 宏明 ﾀｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ 電通会スキー部
88 井出 光星 ｲﾃﾞ ｺｳｾｲ L.R.C
89 武⽯ 憲政 ﾀｹｲｼ ﾉﾘﾏｻ ﾁﾛﾙ・ｼｰ･ｶﾒﾗｰﾄﾞ
90 ⽮崎 泰司 ﾔｻﾞｷ ﾀｲｼﾞ ｽﾉｰﾍﾟｯｶｰｽﾞ
91 篠原 浩孝 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
92 ⼭本 ⼤悟 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 東京理科⼤BLITZ
93 髙井 悠貴 ﾀｶｲ ﾕｳｷ Team T,T
94 加藤 俊紀 ｶﾄｳ ﾄｼｷ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
95 加納 伸久 ｶﾉｳ ﾉﾌﾞﾋｻ K-Craft
96 荒井 毅宏 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾛ
97 ⼭⽥ 義孝 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｶ
98 岡本 晋⼆郎 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ 電通会スキー部
99 上原 崇志 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ ﾁｰﾑﾃﾞｨｰｴﾙﾍﾞｰﾊｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
100 ⼩泉 翔 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
101 酒井 雅⾏ ｻｶｲ ﾏｻﾕｷ ﾃｸﾆｶﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
102 荒井 克洋 ｱﾗｲ ｶﾂﾋﾛ ⼩⽮部市スキー協会
103 ⼭⽥ 洋 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾊﾟﾄﾞﾙｸﾗﾌﾞNGY
104 ⾈⽊ 迪朗 ﾌﾅｷ ﾐﾁﾛｳ 信州⼤学基礎スキー部
105 ⽇吉 恭平 ﾋﾖｼ ｷｮｳﾍｲ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
106 ⽯⼝ 雅也 ｲｼｸﾞﾁ ﾏｻﾔ
107 唐沢 航希 ｶﾗｻﾜ ｺｳｷ 湯の丸SC
108 ⼩林 ⼀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ ｳﾆﾄﾛｽｷｰｸﾗﾌﾞ
109 徳武 明泰 ﾄｸﾀｹ ｱｷﾔｽ ⼭⼝屋
110 佐々⽊ ⼤地 ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 信州⼤学基礎スキー部
111 今井 幸男 ｲﾏｲ ｻﾁｵ 松本⾃衛隊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
112 島岡 雄⼤ ｼﾏｵｶ ﾕｳﾀﾞｲ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
113 ⽻⽣⽥ 有⼠ ﾊﾆｳﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
114 ⻑⾕川 ⼤悟 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ K-Craft
115 ⼤橋 純也 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ Team La.FESTA
116 川崎 ⼒ ｶﾜｻｷ ﾘｷ 松本⾃衛隊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
117 三浦 ⼀則 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 電通会スキー部
118 野澤 善則 ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ
119 畑 裕⼀ ﾊﾀ ﾕｳｲﾁ MRSC
120 南澤 佑典 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｽｹ ⽩⾺村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
121 今村 暁 ｲﾏﾑﾗ ｷﾞｮｳ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
122 北澤 亮太 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
123 福島 拓実 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾐ
124 郷 智哉 ｺﾞｳ ﾄﾓﾔ 相雪ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
125 吉村 典⾏ ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ ｽｷｰﾁｰﾑSEED
126 奥原 哲也 ｵｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 松本⾃衛隊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
127 ⿊澤 琢也 ｸﾛｻﾜ ﾀｸﾔ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
128 税所 航司 ｻｲｼｮ ｺｳｼﾞ 東京理科⼤BLITZ



トガチャン2021 18~59男⼦
129 川端 晴⽃ ｶﾜﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ
130 若森 久明 ﾜｶﾓﾘ ﾋｻｱｷ
131 粕⾕ 脩⽃ ｶｽﾔ ﾅｵﾄ ｼｰﾌｧｰﾗｸﾞﾙｯﾍﾟ
132 藤原 嶺⾺ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾏ ｽﾉｰｱｰﾈｽﾄ
133 福井 將⼈ ﾏﾂｲ ﾏｻﾄ BLITZ
134 加藤 智司 ｶﾄｳ ﾄﾓｼﾞ 川崎ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
135 波多野 諒 ﾊﾀﾉ ﾘｮｳ 京⼤基礎ｽｷｰ同好会ｽﾉｰﾊﾟﾝｻｰ

136 久れ 俊晃 ｸﾚ ﾄｼﾐﾂ 平塚ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
137 荒⽥ 陽輔 ｱﾗﾀ ﾖｳｽｹ 松本⾃衛隊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
138 井上 仁司 ｲﾉｳｴ  ｽﾗｯｼｭｽｷｰｸﾗﾌﾞ
139 丸⼭ 遼⼤ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 仙台市ｽｷｰ協会
140 冨澤 健太郎 ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
141 沼⽥ 頌太 ﾇﾏﾀ ｼｮｳﾀ BUM
142 鈴⽊ 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 信濃町スキーｸﾗﾌﾞ
143 駒形 昇 ｺﾏｶﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ 松本⾃衛隊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
144 柳澤 秀明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ
145 永井 真⽮ ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｽﾉｰﾊﾟﾝｻｰ
146 ⼭本 拓 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ
147 ⼩川 健⼀郎 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京理科⼤BLITZ
148 ⼤⽯ ⼀貴 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ
149 広井 孝⾏ ﾋﾛｲ ﾀｶﾕｷ
150 桜本 ⼀輝 ｻｸﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 成蹊⼤学体育会スキー部

151 ⽔落 洋平 ﾐｽﾞｵﾁ ﾖｳﾍｲ
152 ⾓野 忠久 ｶﾄﾞﾉ ﾀﾀﾞﾋｻ 寝屋川市ｽｷｰ協会
153 関⼝ ⼤輝 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 信州⼤学基礎スキー部
154 橋⼝ 泰⼀ ﾊｼｸﾞﾁ ﾔｽｶｽﾞ 千葉ﾃｸﾆｶﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
155 中野 亮 ﾅｶﾉ ﾘｮｳ
156 橋本 直樹 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ
157 厚⾒ 憲将 ｱﾂﾐ ﾉﾘﾏｻ KSS研究⽣
158 鈴⽊ ともや ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ⼤東⽂化⼤学
159 江⼝ 惟⽉ ｴｸﾞﾁ ｲﾂｷ
160 ⼟⽥ 陽⽃ ﾂﾁﾀﾞ ﾊﾙﾄ
161 清⽔ 智成 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾅﾘ
162 近藤 健太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ MMM
163 有⽊ 真⽮ ｱﾘｷ ﾏｻﾔ ｽｷｰﾁｰﾑｾﾞﾛ
164 永野 夏樹 ﾅｶﾞﾉ ﾅﾂｷ 市原ｳｨﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ
165 浅井 忠政 ｱｻｲ ﾀﾀﾞﾏｻ
166 杵渕 孝弘 ｷﾈﾌﾁ ﾀｶﾋﾛ
167 ⼩川 智輝 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 成蹊⼤学体育会スキー部
168 ⼭本 孝幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ﾀﾝﾄｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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