
●男子ダウンヒル　不参加

●男子スラローム　不参加
●女子ダウンヒル　不参加
●女子コンバインド　不参加
●女子スラローム　不参加

●男子50km　不参加
●男子団体リレー　不参加
●女子10km　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スラローム　不参加

●男子団体リレー　不参加
●女子10km　不参加
●女子団体リレー　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スラローム　不参加

●女子10km　不参加
●女子団体リレー　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スラローム　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子10km　不参加 ●女子スラローム　不参加
●女子5km　不参加
●女子団体リレー　不参加

●女子団体リレー　不参加

1960年
第８回

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●個人NH/15km
　15/江遠 要甫　429.984
　24/谷口 明見　409.226
　DNF/吉田 力雄

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●個人NH/15km
　10/板垣 宏志　414.65
　23/谷口 明見　383.14
　24/大久保 勝利　382.23
　31/須藤 政敏　359.03

●男子ノーマルヒル
　23/笠谷 幸生　196.4
　24/金野 昭次　196.3
　26/藤沢 隆　194.5
　47/浅利 正勝　169.8
 ●男子ラージヒル
　18/藤沢 隆　192.7
　20/金野 昭次　191.1
　20/笠谷 幸生　191.1
　26/青地 清二　185.0

●女子5km
　23/加藤 富士子
●女子10km
　32/加藤 富士子

●男子50km
　29/佐藤 常貴雄　2:40:00.5
　38/佐藤 和男　2:45:09.4
　DNF/松岡 昭義
　DNF/奥芝 外雄

●男子30km
　33/佐藤 常貴雄　1:43:13.8
　45/佐藤 和男　1:46:12.4

●男子コンバインド
　DNF/但野 寛
　DNF/関口 勇
　DNF/関戸  力

1952年
第６回

コルティナ・ダンペッツォ（イタリ
ア）
１月26日～２月５日
参加国/32  参加数/820
日本役員/7
　　　選手/10（男子）

1956年
第７回

グルノーブル（フランス）
２月６日～18日
参加国/37　参加数/1158
日本役員/16
　　　選手/62
（男子53 女子9)
主将：佐藤 和男

1968年
第10回

インスブルック（オーストリア）
１月29日～２月９日
参加国/36　参加数/1091
日本役員/13
　　　選手/48
（男子42 女子6)
旗手：菊地 定夫

1964年
第９回

オスロ（ノルウェー）
２月14日～25日
参加国/30　参加数/694
日本役員/5
　　　選手/13（男子）

　

■代表
杉本政徳

■代表
若狭繁行

●個人NH/15km
　14/藤沢 良一　396.333

●男子15km
　22/山本 謙一　1:08.49
　61/藤沢 良一　1:14.41

1936年
第４回

●男子ジャイアントスラローム
　20/猪谷 千春　2:36.1
　26/水上 久　2:40.9

●男子スラローム
　11/猪谷 千春　2:05.7
　失格/水上 久

●男子ダウンヒル
　24/猪谷 千春　2:45.0
　失格/水上 久

●男子ラージヒル
　27/渡部 龍雄　189.0
　34/藤沢 良一　183.5
　36/吉沢 広司　182.5
　42/川島 弘三　148.0

サンモリッツ（スイス）
１月30日～２月８日
参加国/28　参加数/669

1948年
第５回

日本不参加
第二次世界大戦の戦争責任を問われ、ドイツとともにＩＯＣより招待されず

●男子団体リレー（4×10km)
　12/山田銀・関戸・但野・山田伸

●男子50km
　28/但野 寛　4:10.23
　34/岡山 忠雄　4:30.28

ガルミッシュ・パルテンキルヘ
ン（ドイツ）
２月６日～16日
参加国/28　参加数/668
日本役員/14
　　　選手/34
　(男子33 女子1)

●男子18km
　49/山田 伸三　1:31.28
　55/関戸 力　1:32.48
　56/山田 銀蔵　1:33.17
　59/但野 寛　1:35.28

●男子ラージヒル
　７/伊黒 正次　218.2
　31/宮嶋 巌　194.6
　45/安達 五郎　150.8
　46/龍田 峻次　101.2

●個人NH/10km
　29/関口 勇　350.9
　35/関戸 力　330.3
　43/山田 伸三　278.8

Freestyle
フリースタイル

Snowboard
スノーボード

年　度
開催国

参加状況/開催期間/参加数
Jumping

ジャンプ
Nordic Combined

コンバインド
Cross Country

クロスカントリー
Alpine
アルペン

サンモリッツ（スイス）
２月11日～19日
参加国/25  参加数/464
日本役員/1
　　　選手/6（男子）

1928年
第２回

●男子50km
　24/永田 実　6:02.42
　25/高橋 昴  6:05.25
　26/竹節 作太 6:08.50
　DNF/麻生 武治

●男子ラージヒル
　36/伴 素彦　4000
　失格/麻生 武治

●個人NH/10km
　DNF/麻生 武治
　DNF/竹節 作太

レイクプラシッド（アメリカ）
２月４日～15日
参加国/17　参加数/252
日本役員/5
　　　選手/17（男子）

1932年
第３回

■代表
関口 勇

Olympic Winter Games
オリンピック出場選手全記録

シャモニ（フランス）
１月25日～２月５日
参加国/16　参加数/258

1924年
第１回

日本不参加
テスト開催だったため不参加

●男子18km
　26/矢沢 武雄 2:02.29
　30/竹節 作太 2:04.20
　31/永田 実　2:04.23
　36/高橋 昴  2:10.57

●男子50km
　17/上石 巌　5:19.31
　18/岩崎 三郎　5:21.40
　DNF/栗谷川 平五郎
　DNF/谷口 金蔵

●男子18km
　12/栗谷川 平五郎　1:31.34
　15/坪川 武光　1:33.15
　17/保科 武雄　1:35.47
　37/岩崎 三郎　1:44.07

●男子ラージヒル
　８/安達 五郎　210.7
　28/牧田 光武　134.2
　31/高田 与一　91.1
　32/山田 勝巳　70.0

●個人NH/10km
　15/坪川 武光　358.8
　20/栗谷川 平五郎　322.8
　32/山田 勝巳　222.2

●男子ジャイアントスラローム
　11/猪谷 千春　3:15.6
　47/杉山 進　3:40.8

●男子スラローム
　２/猪谷 千春　3:18.7
　33/杉山 進　4:17.0

●男子ダウンヒル
　33/杉山 進　3:39.1
　DNF/猪谷 千春

●男子50km
　25/宮尾 辰男　3:25.47

●男子30km
　28/宮尾 辰男　1:55.40

●男子15km
　48/宮尾 辰男　56.59

●男子15km
　30/佐藤 和男　56:15.0
　40/松橋 高司　57:49.1
　45/栗田 栄治　57:57.0

●個人NH/15km
　33/佐藤 耕一　384.09

●男子ラージヒル
　13/吉沢 広司　205.0
　39/佐藤 耕一　178.5

スコーバレー（アメリカ）
２月18日～28日
参加国/30　参加数/665
日本役員/11
　　　選手/41
（男子36 女子5)
主将：猪谷千春

●男子ジャイアントスラローム
　23/猪谷 千春　1:55.8
　33/見谷 昌禧　2:05.6
　35/多田 修　2:06.5
　44/武田 孝　2:13.4

●男子スラローム
　12/猪谷 千春　2:20.2
　26/多田 修　2:44.0
　33/武田 孝　2:56.0
　失格/見谷 昌禧

●男子ダウンヒル
　34/猪谷 千春　2:25.0
　46/多田 修　2:28.5
　53/見谷 昌禧　2:31.3

●男子団体リレー（4×10km)
　10/松橋・佐藤・栗田・谷口

●男子ノーマルヒル
　23/笠谷 幸生　200.60
　26/菊地 定夫　198.50
　27/江遠 要甫　198.40
　40/志村 直紀　190.90
●男子ラージヒル
　11/笠谷 幸生　206.70
　37/志村 直紀　184.50
　44/江遠 要甫　177.80
　47/菊地 定夫　174.80

●男子団体リレー（4×10km)
　10/高橋・佐藤・北村・八幡

●男子ラージヒル
　15/菊地 定夫　206.2
　22/佐藤 耕一　200.3
　25/江遠 要甫　197.7
　30/松井 孝　189.6

●男子50km
　27/栗田 栄治　3:38:40.6

●男子30km
　35/松橋 高司　2:06:25.5
　37/佐藤 和男　2:07:07.2
　39/栗田 栄治　2:11:25.8

●男子ジャイアントスラローム
　22/富井 一　1:56.65
　25/福原 吉春　1:58.35
　35/野戸 恒男　2:01.26
　38/気田 義也　2:04.22

●男子スラローム
　23/福原 吉春　1:40.71
　31/富井 一　1:45.09
　34/気田 義也　1:49.11
　38/大平 義博　1:57.87

●男子ダウンヒル
　33/富井 一　2:30.02
　45/福原 吉春　2:35.55
　46/野戸 恒男　2:34.76
　57/大平 義博　2:40.82

●個人NH/15km
　20/藤沢 隆　375.22
　30/田中 英一　337.50
　31/谷口 明見　291.51

●男子50km
　27/佐藤 和男　3:03:57.9
　35/高橋 秀蔵　3:14:31.4
　DNF/八幡 長五郎

●男子30km
　41/佐藤 和男　1:42:39.2
　47/高橋 秀蔵　1:43:11.2
　51/北村 辰夫　1:46:13.4
　62/八幡 長五郎　1:51:45.3

●男子15km
　26/北村 辰夫　55:24.3
　35/佐藤 和男　56:04.5
　42/高橋 秀蔵　57:04.4
　58/八幡 長五郎　1:00:46.1

●男子団体リレー（4×10km)
　10/佐藤常・奥芝・松岡・佐藤和

●男子ダウンヒル
　45/野戸 恒男　2:10.22
　54/福原 吉春　2:14.09
　59/丸山 仁也　2:18.04
　64/丸山 寿一　2:19.33

●男子15km
　50/佐藤 常貴雄　53:41.2
　53/松岡 昭義　54:46.2
　65/小川 弘　59:55.4
　DNF/佐藤 和男

●女子ジャイアントスラローム
　36/大杖 美保子　2:10.61

●女子スラローム
　31/大杖 美保子　1:51.7

●女子ダウンヒル
　34/大杖 美保子　1:51.0

●男子ジャイアントスラローム
　40/野戸 恒男　3:46.65
　50/福原 吉春　3:51.47

●男子スラローム
　失格/福原 吉春
　失格/野戸 恒男
　失格/佐々木 富雄
　失格/気田 義也



●男子50km　不参加
●男子団体リレー　不参加 ●女子ダウンヒル　不参加
●女子団体リレー　不参加 ●女子スラローム　不参加

●男子団体リレー　不参加
●女子5km　不参加
●女子10km　不参加
●女子団体リレー　不参加

●女子ダウンヒル　不参加
●女子スラローム　不参加

●男子フリー30km　不参加
●女子クラシカル10km　不参加 ●女子ダウンヒル　不参加
●女子フリー5km　不参加 ●女子スラローム　不参加
●女子団体リレー　不参加
●女子クラシカル20km　不参加

●女子クラシカル10km　不参加
●女子クラシカル5km　不参加
●女子団体リレー　不参加
●女子フリー20km　不参加

●女子モーグル　不参加

●男子団体リレー　不参加

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

■代表
金野 昭次

インスブルック（オーストリア）
２月４日～13日
参加国/37　参加数/1123
日本役員/15
　　　選手/57
（男子51 女子6)
主将：笠谷幸生

1976年
第12回

レイクプラシッド（アメリカ）
２月13日～24日
参加国/37　参加数/1072
日本役員/23
　　　選手/50
（男子46 女子4)
主将：久保田三知男

1980年
第13回

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●男子ジャイアントスラローム
　29/海和 俊宏　2:48.78
　36/沢田 敦　2:54.05
　DNF/児玉 修

●男子スーパーG
　33/木村 公宣　1:17.01
　41/石岡 拓也　1:17.08
　DNF/冨井 剛志

●男子ラージヒル
　４/原田 雅彦　211.3
　17/須田 健仁　168.1
　25/上原子 次郎　155.5
　26/葛西 紀明　154.4
●男子団体ラージヒル
　４/上原子・原田・葛西・須田

●男子ジャイアントスラローム
　21/木村 公宣　2:12.10
　29/石岡 拓也　2:15.09
　DNF/冨井 剛志

●男子クラシカル30km
　32/今井 博幸　1:29:35.6
　40/佐々木 一成　1:30:35.9

アルベールヴィル（フランス）
２月８日～23日
参加国/64　参加数/1801
日本役員/42
　　　選手/63
（男子42 女子21)
主将：佐々木 一成

1992年
第16回

●女子クラシカル5km
　30/青木 富美子　15:33.0
　43/太田 美和　16:03.1
　48/星川 直美　16:13.2
　54/猪又 由美　16:49.4
●女子パシュート
　19/青木 富美子　42:58.4
　34/星川 直美　44:24.8
　43/太田 美和　45:31.3
　47/猪又 由美　46:12.6
●女子クラシカル15km
　37/青木 富美子　44:31.5
　42/星川 直美　49:46.2
　DNF/太田 美和
●女子フリー30km
　41/太田 美和　1:35:19.4
　42/星川 直美　1:35:29.4
　44/青木 富美子　1:36:21.9

●男子ノーマルヒル
　14/原田 雅彦　201.1
　28/上原子 次郎　188.8
　31/葛西 紀明　187.1
　39/須田 健仁　184.7

■代表
東 和広

1988年
第15回

カルガリー（カナダ）
２月13日～28日
参加国/57　参加数/1423
日本役員/33
　　　選手/48
（男子37 女子11)

●個人NH/15km
　７/荻原 健司　215.3
　19/河野 孝典　197.4
　30/阿部 雅司　197.9
　34/三ヶ田 礼一　226.1
●団体NH/3×10km
　１/荻原・河野・三ヶ田

■代表
阿部 雅司

●男子コンバインド
　９/石岡 拓也　51.83
　15/木村 公宣　64.14

●男子フリー50km
　25/今井 博幸　2:13:33.0
　40/佐々木 一成　2:17:20.1

●女子団体リレー（4×5km)
　12/太田・青木・星川・猪又

●男子ダウンヒル
　25/冨井 剛志　1:54.23
●男子スラローム
　18/岡部 哲也　1:49.48
　DNF/木村 公宣
　DNF/石岡 拓也

■代表
東 昭広

●男子モーグル
　40/山崎 修　14.49

●男子ノーマルヒル
　11/佐藤 晃　194.0
　25/長岡 勝　181.3
　51/田尾 克史　161.6
　52/田中 信一　95.9
●男子ラージヒル
　33/佐藤 晃　170.2
　47/田中 信一　147.3
　48/長岡 勝　146.0
　52/田尾 克史　138.2
●男子団体ラージヒル
　11/田尾・田中・長岡・佐藤

●男子フリー50km
　32/佐々木 一成　2:13:09.6
　39/結城 谷行　2:16:24.7
　42/江川 淳　2:17:52.8

●女子ジャイアントスラローム
　DNF/山本 さち子
　DNF/川端 絵美
●女子スーパーG
　24/川端 絵美　1:22.24
　30/山本 さち子　1:24.32
●女子コンバインド
　20/山本 さち子　1:39.01
　DNF/川端 絵美

●男子コンバインド
　21/熊谷 克仁　144.65
●女子ダウンヒル
　14/川端 絵美　1:27.85
　23/山本 さち子　1:30.15
●女子スラローム
　19/川端 絵美　1:49.35
　DNF/山本 さち子

●男子団体リレー（4×10km)
　14/江川・佐々木・結城・山﨑

●個人NH/15km
　31/阿部 雅司　44:31.1
　36/児玉 和興　45:40.2
　37/宮崎 秀基　45:40.8
●団体NH/3×10km
　９/宮崎・阿部・児玉

●男子ダウンヒル
　11/千葉 信哉　2:03.16
　34/熊谷 克仁　2:07.17
●男子スラローム
　12/岡部 哲也　1:41.93
　DNF/石岡 千秋
●男子ジャイアントスラローム
　28/岡部 哲也　2:14.49
　31/石岡 千秋　2:15.40
　DNF/熊谷 克仁
●男子スーパーG
　14/千葉 信哉　1:43.03
　DNF/熊谷 克仁

●男子ダウンヒル
　28/千葉 信哉　1:49.02
●男子スラローム
　12/海和 俊宏　1:43.87
　DNF/児玉 修
　DNF/岩谷 高峰

サラエボ（ボスニアヘルツェゴ
ビナ）
２月８日～19日
参加国/49　参加数/1274
日本役員/30
　　　選手/39
（男子32 女子7)

1984年
第14回

●男子ノーマルヒル
　22/長岡 勝　187.8
　34/松橋 暁　177.2
　45/嶋 宏大　161.0
　55/八木 弘和　133.2
●男子ラージヒル
　19/八木 弘和　179.8
　20/松橋 暁　176.8
　43/長岡 勝　138.8
　51/嶋 宏大　95.9

●男子クラシカル15km
　43/山田 秀明　45:42.3
　47/佐々木 一成　46:04.8
　50/佐藤 智　46:25.5
　56/中沢 祐政　46:38.6
●男子クラシカル50km
　47/佐藤 智　2:39:43.1
　DNF/佐々木 一成

●女子団体リレー
　９/大関・高橋・斉藤

●女子スラローム
　13/岡崎 恵美子　1:39.53
　16/沖津 はる江　1:40.67
　DNF/南雲 美津代
　DNF/片桐 美雪
●女子ジャイアントスラローム
　22/沖津 はる江　1:35.33
　30/片桐 美雪　1:39.11
　32/岡崎 恵美子　1:40.37
　DNF/南雲 美津代

●個人NH/15km
　５/勝呂 裕司　390.200
　13/中野 秀樹　375.055
　15/荒谷 一夫　374.040
　24/佐々木 信孝　359.945

●男子ノーマルヒル
　１/笠谷 幸生　244.2
　２/金野 昭次　234.8
　３/青地 清二　229.5
　23/藤沢 隆　207.8
●男子ラージヒル
　７/笠谷 幸生　209.4
　12/金野 昭次　199.1
　14/藤沢 隆　197.1
　19/板垣 宏志　183.1

札幌（日本）
２月３日～13日
参加国/35　参加数/1006
日本役員/20
　　　選手/90
（男子70 女子20)
旗手：益子峰行

●男子15km
　37/谷藤 秀夫　49:06.97
　41/柴田 国男　49:38.95
　43/松岡 昭義　49:50.72
　51/松村 元治　50:43.76
●男子30km
　23/柴田 国男　1:42:30.85
　37/谷藤 秀夫　1:45:37.13
　44/工藤 誠二　1:47:00.40
　47/岡村 富雄　1:47:50.22
●男子50km
　29/工藤 誠二　2:57:42.62
　DNF/松村 元治
●男子団体リレー（4×10km)
　10/谷藤・柴田・松岡・岡村

●男子ダウンヒル
　22/冨井 澄博　1:55.34
　35/大杖 正彦　1:59.55
●男子スラローム
　17/市村 政美　1:14.83
　18/柏木 正義　1:16.61
　DNF/千葉 晴久
　DNF/古川 年正
●男子ジャイアントスラローム
　15/市村 政美　3:15.34
　19/千葉 晴久　3:17.23
　DNF/大杖 正彦
　DNF/柏木 正義
●女子ダウンヒル
　32/南雲 美津代　1:43.07
　35/片桐 美雪　1:44.10
　40/沖津 はる江　1:45.37
　41/岡崎 恵美子　1:48.85

●男子15km
　50/早坂 毅代司　48:46.93
　58/藤木 良司　49:40.48

1972年
第11回

■代表
益子 峰行
沢田 久喜

●女子5km
　34/高橋 弘子　18:32.75
　37/大関 時子　19:00.82
　38/今井 春美　19:05.73
　43/赤坂 明子　19:49.74
●女子10km
　25/高橋 弘子　36:53.84
　33/大関 時子　38:07.24
　37/今井 春美　39:33.13
　38/斉藤 秀子　39:51.61

●男子ノーマルヒル
　16/笠谷 幸生　224.0
　20/板垣 宏志　221.1
　24/伊藤 高男　213.9
　29/角田 幸司　210.4

●男子ダウンヒル
　20/冨井 澄博　1:48.88
　27/片桐 幹雄　1:50.03
●男子スラローム
　29/冨井 澄博　2:18.67
　DNF/片桐 幹雄
　DNF/千葉 晴久
　DNF/市村 政美
●男子ジャイアントスラローム
　34/冨井 澄博　3:49.73
　37/片桐 幹雄　3:52.73

●男子ラージヒル
　17/笠谷 幸生　192.3
　22/伊藤 高男　183.2
　29/若狭 実　177.5
　33/板垣 宏志　175.2

●個人NH/15km
　21/勝呂 裕司　373.67
　30/久保田 三知男　338.61

●女子10km
　30/照井 美喜子　33:25.81

●女子5km
　26/照井 美喜子　17:29.65

●男子30km
　55/早坂 毅代司　1:40:33.76
　57/藤木 良司　1:42:59.25

●男子ノーマルヒル
　２/八木 弘和　249.2
　４/秋元 正博　248.5
　29/川端 隆普実　207.2
　42/会沢 仁康　176.9
●男子ラージヒル
　10/秋元 正博　234.7
　19/八木 弘和　220.2
　32/川端 隆普実　201.4
　35/会沢 仁康　195.3

●男子スラローム
　15/沢田 敦　1:49.94
　DNF/海和 俊宏
　DNF/児玉 修

●男子ダウンヒル
　21/片桐 幹雄　1:49.77

●個人NH/15km
　25/久保田 三知男　364.415
　27/花田 敏博　349.145

●男子15km
　43/佐藤 志郎　46:15.29
●男子30km
　39/佐藤 志郎　1:35:52.77
●男子50km
　37/佐藤 志郎　2:48:33.02

●個人NH/15km
　20/田中 隆博　378.175
　21/丸山 寿明　373.465

●男子クラシカル15km
　45/佐々木 一成　46:12.6
　52/結城 谷行　47:08.4
　68/山崎 正晴　50:06.8
●男子クラシカル30km
　20/佐々木 一成　1:29:59.2
　31/江川 淳　1:32:35.4
　57/結城 谷行　1:37:11.9
　77/山崎 正晴　1:43:58.2

●男子団体リレー（4×5km)
　13/佐々木・山田・佐藤・中沢

●男子クラシカル10km
　27/今井 博幸　30:17.3
　46/佐々木 一成　31:31.4
●男子パシュート
　29/今井 博幸　1:10:08.8
　35/佐々木 一成　1:10:44.6

●女子ダウンヒル
　11/川端 絵美　1:54.52
　26/山本 さち子　1:58.52
●女子スラローム
　DNF/山本 さち子
●女子ジャイアントスラローム
　DNF/川端 絵美
●女子スーパーG
　31/川端 絵美　1:27.31
　33/山本 さち子　1:27.54
●女子コンバインド
　13/川端 絵美　66.10
　DNF/山本 さち子

●男子ジャイアントスラローム
　25/岩谷 高峰　2:49.69
　26/海和 俊宏　2:49.97
　27/児玉 修　2:50.21
　30/千葉 信哉　2:53.18

●女子ジャイアントスラローム
　不参加



●男子ダウンヒル　不参加

●女子エアリアル　不参加

●女子スラローム　不参加

●女子エアリアル　不参加

●女子ダウンヒル　不参加

●男子パラレルGS　不参加

●男子コンバインド　不参加

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

●男子スラローム
　18/木村 公宣　2:07.97
　19/石岡 拓也　2:10.34
　DNF/平澤 岳
　DNF/岡部 哲也

●女子スーパーG
　36/柏木 久美子　1:21.89
●女子コンバインド
　16/山川 純子　2:50.36

●女子スラローム
　17/池田 和子　1:37.29
　20/山川 純子　1:38.10
　24/柏木 久美子　1:40.46
　DNF/広井 法代

●男子団体リレー
　７/蛯沢・今井・堀米・長浜
●女子クラシカル5km
　25/横山 寿美子　18:55.1
　31/青木 富美子　19:04.8
　46/大高 友美　19:28.8
　50/横山 久美子　19:34.5
●女子クラシカル15km
　24/横山 寿美子　50:55.3
　34/横山 久美子　51:48.7
　37/青木 富美子　51:53.7
　54/佐藤 恵美子　54:11.1

●男子スーパーG
　33/木村 公宣　1:36.38
　DNF/石岡 拓也
●男子コンバインド
　DNF/木村 公宣
　DNF/石岡 拓也
●女子ダウンヒル
　21/川端 絵美　1:38.29

●男子ジャイアントスラローム
　不参加

●女子スーパーG
　24/川端 絵美　1:23.90

●男子ハーフパイプ
　28/西田 崇
　30/高垣 誠人
　34/渡辺 伸一
　36/今井 孝雅
●女子ジャイアントスラローム
　15/上島 しのぶ
●女子ハーフパイプ
　20/吉川 由里
　22/武山 香里

●男子モーグル
　13/三浦 豪太　23.06
　15/原 大虎　12.13
　18/附田 雄剛
　30/坂本 豪大
●男子エアリアル
　23/安藤 和明
●女子モーグル
　１/里谷 多英　25.06
　７/上村 愛子　23.79

●女子パシュート
　29/横山 寿美子　26:23.3
　40/後藤 鹿子　26:35.6
　DNF/夏見 円
　DNF/福田 修子

長野（日本）
２月７日～22日
参加国/72　参加数/2302
日本役員/147
　　　選手/166
（男子99 女子67)
主将：荻原健司

1998年
第18回

●男子ノーマルヒル
　２/船木 和喜　233.5
　５/原田 雅彦　228.5
　７/葛西 紀明　221.5
　９/斉藤 浩哉　213.5
●男子ラージヒル
　１/船木 和喜　272.3
　３/原田 雅彦　258.3
　６/岡部 孝信　250.1
　47/斉藤 浩哉　79.3
●男子団体ラージヒル
　１/岡部・斉藤・原田・船木

●個人NH/15km
　４/荻原 健司　+1:21.1
　６/荻原 次晴　+1:25.3
　23/古川 純一　+4:15.7
　38/森 敏　+7:07.9
●団体NH/4×5km
　５/荻原次・森・富井・荻原健

■代表
宮平 秀治
須田 健仁
吉岡 和也

●女子パシュート
　25/横山 寿美子　48:41.2
　29/青木 富美子　49:27.1
　46/横山 久美子　50:44.0
　48/大高 友美　50:58.9
●女子団体リレー
　10/大高・横山寿・青木・横山久

●男子ダウンヒル
　17/冨井 剛志　2:52.62
　DNF/滝下 靖之
●男子スラローム
　13/木村 公宣　1:52.15
　20/平澤 岳　1:55.24
　21/石岡 拓也　1:55.89
　DNF/皆川 賢太郎
●男子ジャイアントスラローム
　25/木村 公宣　2:46.35
　29/石岡 拓也　2:49.51
　DNF/皆川 賢太郎
●男子スーパーG
　24/冨井 剛志　1:37.86
　27/滝下 靖之　1:38.39
●男子コンバインド
　DNF/滝下 靖之

●女子フリー30km
　32/横山 寿美子　1:32:04.3
　38/古澤 緑　1:33:16.2
　39/横山 久美子　1:33:16.2
　DNF/大高 友美

●男子クラシカル10km
　19/今井 博幸　28:51.5
　29/神津 正昭　29:23.1
　34/蛯沢 克仁　29:30.0
　36/堀米 光男　29:44.8
●男子クラシカル30km
　24/今井 博幸　1:40:40.9
　27/蛯沢 克仁　1:40:48.0
　42/長浜 一年　1:42:58.7
　56/神津 正昭　1:48:15.3

●女子ジャイアントスラローム
　25/池田 和子　3:00.71
　27/柏木 久美子　3:01.91
　29/山川 純子　3:03.95
　DNF/広井 法代

リレハンメル（ノルウェー）
２月12日～27日
参加国/67　参加数/1952
日本役員/45
　　　選手/65
（男子49 女子16)
旗手：三ヶ田 礼一

1994年
第17回

●男子モーグル
　27/三浦 豪太　20.15
●男子エアリアル
　20/待井 寛　153.53
●女子モーグル
　11/里谷 多英　23.18

●女子コンバインド
　17/川端 絵美　3:18.22

●個人NH/15km
　２/河野 孝典　239.5
　４/荻原 健司　231.0
　10/阿部 雅司　207.0
　19/古川 純一　220.5
●団体NH/3×10km
　１/河野・阿部・荻原

■代表
三ヶ田 礼一

●男子ノーマルヒル
　５/葛西 紀明　259.0
　８/西方 仁也　208.9
　９/岡部 孝信　206.8
　55/原田 雅彦　125.5
●男子ラージヒル
　４/岡部 孝信　243.5
　８/西方 仁也　218.3
　13/原田 雅彦　199.9
　14/葛西 紀明　196.1
●男子団体ラージヒル
　２/西方・岡部・葛西・原田

■代表
須田健仁
斉藤浩哉
桜井　仁 ●女子クラシカル5km

　26/青木 富美子　15:41.9
　50/横山 寿美子　16:30.5
●女子パシュート
　16/青木 富美子　44:08.4
　36/横山 寿美子　46:56.0
●女子フリー15km
　11/青木 富美子　43:01.5
　36/横山 寿美子　46:00.4
●女子クラシカル30km
　26/青木 富美子　1:32:22.3
　45/横山 寿美子　1:37:14.7

●男子ジャイアントスラローム
　26/木村 公宣　2:58.50

●女子ジャイアントスラローム
　DNF/川端 絵美

●男子クラシカル10km
　25/佐々木 一成　26:21.1
　31/堀米 光男　26:36.2
　40/今井 博幸　26:48.8
　72/神津 正昭　28:20.2
●男子パシュート
　18/佐々木 一成　1:04:00.5
　27/堀米 光男　1:05:07.0
　42/今井 博幸　1:07:19.8
　54/神津 正昭　1:07:19.8
●男子フリー30km
　19/堀米 光男　1:17:49.4
　20/今井 博幸　1:18:03.7
　39/佐々木 一成　1:20:52.1
　48/長浜 一年　1:22:24.9
●男子クラシカル50km
　24/佐々木 一成　2:16:51.7
　28/今井 博幸　2:17:55.2
　48/長浜 一年　2:22:30.2
●男子団体リレー
　14/今井・長浜・佐々木・神津

■代表
大竹 太志

●男子パシュート
　21/蛯沢 克仁　1:10:10.0
　22/堀米 光男　1:10:11.1
　24/神津 正昭　1:10:23.9
　29/今井 博幸　1:10:55.0
●男子フリー50km
　30/今井 博幸　2:16:49.5
　32/堀米 光男　2:17:09.2
　33/長浜 一年　2:17:24.4
　39/蛯沢 克仁　2:18:52.5

●女子クラシカル10km
　33/横山 寿美子　30:32.3
　34/後藤 鹿子　30:36.6
　49/夏見 円　31:54.1
　50/大高 友美　32:27.9

●女子モーグル
　３/里谷 多英　24.85
　６/上村 愛子　24.66
　20/畑中 みゆき　21.36
●女子エアリアル
　棄権/逸見 佳代（負傷欠場）

●男子ダウンヒル
　42/滝下 靖之　1:43.75

●個人NH/15km
　11/荻原 健司　+2:33.9
　12/高橋 大斗　+2:49.5
　30/森 敏　+5:28.5
　33/冨井 彦　+6:03.7
●個人LH/7.5km
　６/高橋 大斗　+52.0
　17/小林 範仁　+1:21.5
　22/森 敏　+1:44.9
　33/荻原 健司　+1:59.0
●団体NH/4×5km
　８/荻原・富井・森・高橋

●男子ハーフパイプ
　５/中井 孝治　40.7
　19/村上 大輔　32.7
　29/宮脇 健太郎　27.0

●女子ハーフパイプ
　８/三宅 陽子　33.7
　12/橋本 通代　26.6
　20/吉川 由里　21.8
　22/森 奈賀子　13.0
●女子パラレルGS
　16/飯田 蘭　43.06
　22/竹内 智香　43.76

●男子モーグル
　16/附田 雄剛　15.81
　20/下山 研朗　23.39
　26/中元 勝也　20.56
　30/野田 鉄平　0.30
●男子エアリアル
　DNF/中西 拓

●女子クラシカル30km
　22/横山 寿美子　1:39:48.8
　26/夏見 円　1:41:06.0
　36/古澤 緑　1:45:50.0
　43/大高 友美　1:50:00.3

●男子フリー30km
　28/今井 博幸　1:14:55.6
　31/神津 正昭　1:15:32.4
　43/蛯沢 克仁　1:17:18.2
　50/堀米 光男　1:18:06.3
●男子クラシカル15km
　19/神津 正昭　39:28.3
　36/今井 博幸　40:27.1
　38/工藤 博　40:29.9
　50/蛯沢 克仁　41:51.4
●男子パシュート
　25/神津 正昭　51:12.6
　34/堀米 光男　51:37.5
　35/今井 博幸　51:39.8
　52/蛯沢 克仁　53:21.3
●男子スプリント
　39/畔上 大地　3:01.04
　48/神津 正昭　3:05.09
●男子団体リレー
　12/神津・今井・堀米・蛯沢

●女子フリー15km
　23/横山 寿美子　42:16.2
　28/後藤 鹿子　42:50.4
　43/古澤 緑　44:41.8
　DNF/福田 修子

●女子スプリント
　12/夏見 円　3:18.78
　39/福田 修子　3:28.38
　47/大高 友美　3:34.14

●男子スーパーG
　DNF/滝下 靖之

●女子スラローム
　14/広井 法代　1:51.98
　16/柏木 久美子　1:52.41
●女子ジャイアントスラローム
　29/広井 法代　2:37.97
　35/柏木 久美子　2:39.55

●男子クラシカル50km
　６/今井 博幸　2:09:41.3
　28/神津 正昭　2:17:51.9
　39/蛯沢 克仁　2:21:05.3
　42/工藤 博　2:23:02.3

●男子ノーマルヒル
　９/船木 和喜　243.0
　22/原田 雅彦　232.0
　33/山田 大起　109.5
　49/葛西 紀明　83.0
●男子ラージヒル
　７/船木 和喜　245.6
　20/原田 雅彦　222.8
　24/宮平 秀治　215.4
　41/葛西 紀明　97.5
●男子団体ラージヒル
　５/原田・山田・宮平・船木

ソルトレイク（アメリカ）
２月８日～24日
参加国/77　参加数/2531
日本役員/109
　　　選手/109
（男子61 女子48)
主将：原田雅彦

2002年
第19回

●女子団体リレー
　10/ 後藤・夏見・福田・横山

●男子スラローム
　18/木村 公宣　1:48.43
　DNF/皆川 賢太郎
　DNF/佐々木 明
●男子ジャイアントスラローム
　34/佐々木 明　2:30.58
　37/木村 公宣　2:31.86



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

●女子ダウンヒル　不参加
●男子団体リレー　不参加 ●女子スーパーG　不参加

●女子コンバインド　不参加

●男子ダウンヒル　不参加 ●男子スノーボードクロス　不参加
●男子スーパーG　不参加

●男子エアリアル　不参加

●男子団体リレー　不参加
●女子ダウンヒル　不参加
●女子スーパーG　不参加

●女子エアリアル　不参加

●女子スラローム　不参加

●男子スキーアスロン　　不参加

●男子スーパーG　不参加
●男子クラシカル15km　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

●男子エアリアル　不参加

●男子スキークロス　不参加 ●男子スノーボードクロス　不参加
●男子フリー50km　不参加 ●男子パラレルGS　不参加

●男子パラレルSL　不参加
●女子スロープスタイル　不参加

●女子スプリント　不参加 ●女子スーパーG　不参加
●女子ダウンヒル　不参加

●女子団体リレー　不参加
●女子団体スプリント　不参加 ●女子スラローム　不参加 ●女子エアリアル　不参加

●女子スキークロス　不参加

●男子ダウンヒル　不参加

●女子スプリント　不参加
●男子スプリント　不参加 ●男子スーパーG　不参加

●女子エアリアル　不参加
●女子スーパーG　不参加

●女子団体リレー　不参加 ●女子スロープスタイル　不参加
●男子団体リレー　不参加 ●女子ダウンヒル　不参加
●女子団体スプリント　不参加
●男子団体スプリント　不参加

●混合団体　不参加
●男子ハーフパイプ　不参加

●男子スノーボードクロス　不参加
●女子スノーボードクロス　不参加

●男子スキークロス　不参加

※■代表：試合には出場できなかった選手

●女子クラシカル30km
　５/石田 正子
　30/夏見 円

2010年
第21回

バンクーバー（カナダ）
２月12日～28日
参加国/82  参加数/5500
日本役員/111
　　　選手/94
（男子/49  女子/45)
主将：岡部孝信

■代表
岡部孝信

●男子ノーマルヒル
　７/小林 陵侑　240.8
　20/伊東 大貴　214.7
　21/葛西 紀明　213.3
　31/小林 潤志郎　98.8
●男子ラージヒル
　10/小林 陵侑　258.0
　22/竹内 択　234.2
　24/小林 潤志郎　224.8
　33/葛西 紀明　107.9
●男子団体ラージヒル
　６/竹内・伊東・葛西・小林陵

●女子ノーマルヒル
　３/髙梨 沙羅　264.6
　９/伊藤 有希　203.9
　12/岩渕 香里　188.3
　17/勢藤 優花　172.0

●個人NH/10km
　２/渡部 暁斗　+4.8
　12/渡部 善斗　+1:24.8
　14/永井 秀昭　+1:39.1
　33/山元 豪　+3:05.7
●個人LH/10km
　５/渡部 暁斗　+12.5
　12/永井 秀昭　+1:27.7
　16/山元 豪　+1:39.7
　20/渡部 善斗　+2:15.4
●団体LH/4×5km
　４/渡部善・永井・山元・渡部暁

●女子スキーアスロン
　14/石田 正子　42:04.1
●男子スキーアスロン
　25/吉田 圭伸　1:18:23.0

●女子フリー10km
　18/石田 正子　27:03.5
●男子フリー15km
　13/吉田 圭伸　34:59.1

●男子ハーフパイプ
　８/國母 和宏　35.7
　９/青野 令　32.9
　14/工藤 洸平　33.5
　27/村上 大輔  23.5
●男子パラレルGS
　27/野藤 優貴　1:23.88
●女子スノーボードクロス
　14/土井 奈津子
　DNF/藤森 由香
●女子ハーフパイプ
　13/中島 志保　34.9
　16/山岡 聡子　30.6
　29/岡田 良菜　7.2
●女子パラレルGS
　13/竹内 智香　1:24.42
　21/家根 谷依里　1:26.39

●女子モーグル
　18/村田 愛里咲　F1/70.77
●男子モーグル
　３/原 大智　82.19
　10/遠藤 尚　F2/DNF
　11/堀島 行真　F2/DNF
　19/西 伸幸　F1/46.04

●男子エアリアル
　19/田原 直哉　Q/78.73

●女子クラシカル30km
　10/石田 正子　1:26:38.4
●男子クラシカル50km
　23/吉田 圭伸　2:17:21.9

●男子モーグル
　７/遠藤 尚　25.38
　９/西 伸幸　25.11
　17/附田 雄剛 22.74
　24/尾崎 快　22.07

●男子スキークロス
   29/瀧澤 宏臣
●女子モーグル
　４/上村 愛子　24.68
　８/村田 愛里咲 23.22
　12/伊藤 みき 21.63
　19/里谷 多英 12.85

●女子スキークロス
　22/福島 のり子

●男子ジャイアントスラローム
　30/石井 智也　2:24.78

●女子アルペンコンバインド
　不参加
●男子スラローム
　DNF/湯淺 直樹

●男子スーパーコンバインド
　不参加
●男子ジャイアントスラローム
　不参加
●男子スラローム
　18/佐々木 明　1:41.76
　DNF/皆川 賢太郎

●男子アルペンコンバインド
　不参加

●女子ジャイアントスラローム
　33/石川 晴菜　2:28.99

●女子スラローム
　DNF/安藤 麻

●男子スーパーコンバインド
　不参加

●男子ジャイアントスラローム
　不参加
●男子スラローム
　DNF/湯淺 直樹
　DNF/佐々木 明

●男子スロープスタイル
　20/山本 泰成　Q/70.40
●女子ハーフパイプ
　５/小野塚 彩那　82.20
　14/鈴木 沙織　Q/71.80
　22/渡部 由梨恵　Q/56.60

●女子スキークロス
　22/梅原 玲奈　1/8Final

●女子フリー10km
   52/福田 修子　27:47.1
   61/柏原 理子　28:32.0
●女子スプリント
   27/夏見 円
●女子パシュート
   20/石田 正子　42:24.3
●女子団体スプリント
   13/福田 修子・夏見 円
●女子団体リレー
　８/夏見・石田・福田・柏原

●女子スーパーコンバインド
　不参加
●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●男子スロープスタイル
　14/大久保 勇利　Q/75.05
　26/國武 大晃　Q/43.16
●女子スロープスタイル
　９/藤森 由香　63.73
　12/広野 あさみ　49.80
　14/岩渕 麗楽　48.33
　19/鬼塚 雅　39.55
●男子ハーフパイプ
　２/平野 歩夢　95.25
　７/片山 來夢　87.00
　11/戸塚 優斗　39.25
　13/平岡 卓　Q/75.75
●女子ハーフパイプ
　６/松本 遥奈　70.00
　８/冨田 せな　65.25
　15/今井 胡桃　Q/54.75
　17/大江 光　Q/51.00

●個人LH/10km
　９/渡部 暁斗 +48.8
　26/湊 祐介　+2:37.1
　27/小林 範仁 +2:53.2
　30/加藤 大平 +3:05.1

●男子フリー15km
　49/成瀬 野生　36:01.6
●男子スプリント
　17/恩田 祐一
●男子パシュート
　39/成瀬 野生　1:22:11.1
●男子団体スプリント
　13/成瀬 野生・恩田 祐一

●男子クラシカル50km
   35/成瀬 野生　2:10:59.2

●男子ビッグエア
　18/大久保 勇利　Q/84.25
　33/國武 大晃　Q/37.25
●女子ビッグエア
　４/岩渕 麗楽　147.50
　７/藤森 由香　122.75
　８/鬼塚 雅　119.00
　24/広野 あさみ　Q/37.75
●男子パラレルGS
　27/斯波 正樹　Qualification
●女子パラレルGS
　５/竹内 智香　Quarterfinals

●男子ラージヒル
　２/葛西 紀明　277.4
　９/伊東 大貴　252.5
　10/清水 礼留飛　250.6
　13/竹内 択　249.3

●男子団体ラージヒル
　３/清水・竹内・伊東・葛西
●女子ノーマルヒル
　４/髙梨 沙羅　243.0
  ７/伊藤 有希　241.8
　30/山田 優梨菜　115.7

●個人NH/10km
　２/渡部 暁斗　+4.2
　15/渡部 善斗　+1:08.1
　22/永井 秀昭　+1:39.9
　31/加藤 大平　+2:24.8

●男子ノーマルヒル
　15/伊東 大貴　249.5
　17/葛西 紀明　244.5
　34/竹内 択　110.5
　37/栃本 翔平　108.5
●男子ラージヒル
　８/葛西 紀明 239.2
　20/伊東 大貴 216.9
　37/竹内 択  83.9
　45/栃本 翔平 73.4
●男子団体ラージヒル
　５/伊東・竹内・栃本・葛西

●個人NH/10km
　７/小林 範仁  +21.9
　21/渡部 暁斗　+1:17.9
　24/加藤 大平 +1:22.8
　27/高橋 大斗　+1:37.9
●団体LH/4×5km
　６/加藤・高橋・渡部・小林

●女子スーパーコンバインド
　不参加

●女子ジャイアントスラローム
　不参加

●個人LH/10km
　６/渡部 暁斗　+11.5
　26/永井 秀昭　+1:43.2
　35/渡部 善斗　+2:46.9
　DNF/加藤 大平
●団体LH/4×5km
　５/永井・渡部善・湊・渡部暁

●男子スプリント
　45/恩田 祐一

●男子団体リレー
　16/宮沢・吉田・成瀬・レンティング
●男子団体スプリント
　13/宮沢・恩田

●男子スロープスタイル
　８/角野 友基　75.75
●男子ハーフパイプ
　２/平野 歩夢　93.50
　３/平岡 卓　 92.25
　32/子出藤 歩夢  54.50
　37/青野 令　　37.50

●女子ハーフパイプ
　５/岡田 良菜　85.50
●女子スノーボードクロス
　22/藤森 由香
●女子パラレルGS
　２/竹内 智香
●女子パラレルSL
　14/竹内 智香

ソチ（ロシア）
２月８日～23日
参加国/87　参加数/6000
日本役員/135
　　　選手/113
（男子48  女子65）
主将：葛西紀明

●男子モーグル
  14/西 伸幸
  15/遠藤 尚

●男子ハーフパイプ
　22/津田 健太朗　53.00

●女子モーグル
　４/上村 愛子　68.86
　20/村田 愛里咲
　25/星野 純子
　DNS/伊藤 みき
●女子スロープスタイル
　22/高尾 千穂　10.00

●女子ハーフパイプ
　３/小野塚 彩那　83.20
　23/三星 マナミ　 15.60

2014年
第22回

2018年
第23回

平昌（韓国）
2月9日～25日
参加国/92　参加数/2925
日本役員/145
　　  選手/124
（男子52 女子72）

■代表
渡部 剛弘

●女子クラシカル10km
　15/石田 正子　29:55.7

●女子フリー30km
　23/石田 正子　1:14:09.0

●女子スキーアスロン
　10/石田 正子　40:08.3

●男子ノーマルヒル
　８/葛西 紀明　255.2
　18/清水 礼留飛　246.4
　21/渡瀬 雄太　243.0
　24/竹内 択　239.4

●男子ノーマルヒル
　18/伊東 大貴　243.5
　20/葛西 紀明　241.0
　23/岡部 孝信　229.5
　失格/原田 雅彦
●男子ラージヒル
　８/岡部 孝信　236.8
　12/葛西 紀明　227.3
　25/一戸 剛　202.4
　42/伊東 大貴　 82.5
●男子団体ラージヒル
　６/伊東・一戸・葛西・岡部

●個人NH/15km
　16/小林 範仁　+2:38.5
　32/畠山 陽輔　+4:45.2
　43/北村  隆　+7:32.7
　DNF/高橋 大斗
●団体LH/4×5km
　６/高橋・小林・畠山・北村
●個人LH/7.5km
　15/高橋 大斗　+1:02.4
　18/小林 範仁　+1:07.0
　19/渡部 暁斗　+1:08.3
　22/畠山 陽輔　+1:14.0

●男子スプリント
　26/恩田 祐一
　43/駒村 俊介

●男子クラシカル50km
　49/蛯沢 克仁　2:10:39.6
　59/駒村 俊介　2:14:08.8
　DNF/成瀬 野生
●女子パシュート
　30/横山 寿美子　45:58.6
　35/石田 正子　46:37.7
　38/曽根田 千鶴　46:45.5

●男子ハーフパイプ
　14/中井 孝治　36.8
　22/村上 史行　31.1
　23/國母 和宏　31.0
　35/成田 童夢　14.7
●男子スノーボードクロス
　16/千村 格
●男子パラレルGS
　28/鶴岡 剣太郎　1:18.14
●女子ハーフパイプ
　９/中島 志保　33.1
　10/山岡 聡子　32.7
　12/伏見 知何子　15.6
　34/今井 メロ　1.4

●女子スプリント
　17/夏見 円
　24/福田 修子
●女子クラシカル30km
　25/曽根田 千鶴　1:27:25.8
　37/横山 寿美子　1:29:41.3

●男子ジャイアントスラローム
　24/吉岡 大輔　2:45.03
　DNF/佐々木 明
●男子スラローム
　４/皆川 賢太郎　1:44.18
　７/湯浅 直樹　1:44.57
　47/生田 康宏　 2:23.28
　DNF/佐々木 明

●女子ジャイアントスラローム
　26/廣井 法代　2:16.66
●女子スラローム
　27/星 瑞枝　1:33.38
　29/廣井 法代　1:33.59
　38/関塚 真美　1:37.72

●女子団体スプリント
　８/夏見 円・福田 修子
●女子クラシカル10km
　31/石田 正子　30:24.0
●女子団体リレー
　12/ 福田・石田・横山・夏見

●男子モーグル
　20/上野 修　19.54
　30/尾崎 快　19.70
　32/附田 雄剛　19.13
●男子エアリアル
　25/水野 剣　157.67
●女子モーグル
　５/上村 愛子　24.01
　15/里谷 多英　22.12
　20/伊藤 みき　17.78
　27/畑中 みゆき 18.61
●女子エアリアル
　21/逸見 佳代　129.40

●男子パシュート
　42/蛯沢 克仁　1:21:16.2
　59/成瀬 野生　1:25:21.3
　DNF/駒村 俊介
●男子団体スプリント
　12/恩田 祐一・蛯沢 克仁
●男子クラシカル15km
　42/成瀬 野生　41:22.0
　43/蛯沢 克仁　41:25.8

●女子スノーボードクロス
　７/藤森 由香
●女子パラレルGS
　９/竹内 智香　1:21.67
　18/家根谷 依里　1:23.21

■代表
伊藤謙司郎

トリノ（イタリア）
２月10日～26日
参加国/84　  参加数/2508
日本役員/126
　　　選手/112
（男子59　女子53）

2006年
第20回


