
 ミズノ杯争奪 第22回 モンデウスジュニアスキー大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 平成１８年１月２９日 
中学年以下 男子の部 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 中村 昭一                コース名 
                           montdeus c7 corse 
    主審 内木 建治                スタート地点 1085m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 185m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 655m 
    スタート審判 三木 亨                 最大斜度 22% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 黒木 甚右ェ門              平均斜度 16% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus pnrm 
    コースセッター 大森 良仁               [mks]    
    前走者 -A- 坂口                        
     -B- 谷村                       
     -C- 磯谷                       
     -D- 渡瀬                       
 旗門数 29(28) スタート時間 9:30     
 天候 はれ 雪質 ハード     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -5 / -4     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
      F=       
 順位 スタート コード 競技者 時  間 レース   
 No No 氏名  所  属  ポイント   

 

 
 29-01-2006／ モンデウス飛騨位山スノーパーク                   G8 ／ 1 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 1 65  熊谷 和真  モンデウスJrスキークラブ 38.91    
 2 113  蒲生 源太朗  飛騨ハイランドスキーJr 40.62    
 3 66  泉 賢史  宮川スキージュニア  40.71    
 4 120  山越 涼平  白弓レーシング  41.61    
 5 116  狭間 廣樹  丹生川ジュニア  42.02    
 6 72  平田 大樹  飛騨ハイランドスキーJr 42.25    
 7 74  和田 嵩正  白弓レーシング  42.29    
 8 84  内木 栄治  モンデウスJrスキークラブ 42.84    
 9 77  狭間 祐樹  丹生川ジュニア  42.96    
 10 108  斎藤 涼  飛騨ハイランドスキーJr 42.97    
 11 93  山本 匠二  モンデウスJrスキークラブ 43.07    
 12 86  大上 翔也  アッフェヒダジュニア  43.23    
 13 122  中西 絢也  飛騨ハイランドスキーJr 43.67    
 14 105  渡邊 佑真  ひるがのレーシングJr  43.80    
 15 69  安江 貴哉  アッフェヒダジュニア  43.88    
 16 80  八賀 悠尭  国府ジュニアスキークラブ 44.48    
 17 96  堀島 行真  温知小学校  44.53    
 18 78  牧田 朋之  モンデウスJrスキークラブ 44.77    
 19 70  西田 智洸  国府ジュニアスキークラブ 44.82    
 20 81  大森 貴俊  ひるがのレーシングJr  45.12    
 21 135  玉田 晋太郎  丹生川ジュニア  45.19    
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 22 92  田嶋 俊樹  流葉ジュニア  45.28    
 23 107  小林 奏人  高山レーシング  45.40    
 24 76  森 大成  荘川レーシング  45.65    
 25 98  舩坂 昻輝  モンデウスJrスキークラブ 45.68    
 26 73  東田 聖  モンデウスJrスキークラブ 45.96    
 27 75  平澤 知也  飛騨市宮川町  46.30    
 28 112  面手 優太  アッフェヒダジュニア  46.47    
 29 99  白川 智也  アッフェヒダジュニア  46.71    
 30 95  加藤 良  多治見市スキー協会  46.76    
 31 83  蒔田 拓哉  神岡レーシングジュニア 47.28    
 32 115  向畑 穣  朝日ジュニアスキー  47.92    
 33 102  永田 高太郎  モンデウスJrスキークラブ 48.16    
 34 67  野村 郁哉  古川スキージュニア  48.22    
 35 85  坂本 頌泰  アルコピアJr  48.31    
 36 110  井上 亮平  モンデウスJrスキークラブ 48.50    
 36 88  丸田 貴斗  スキーチーム鷲ヶ岳  48.50    
 38 104  日下部 友樹  白弓レーシング  48.61    
 39 97  根尾 学  河合スキージュニア  49.07    
 40 119  林 雄亮  高山レーシング  49.18    
 41 100  萱垣 彪我  国府ジュニアスキークラブ 49.48    
 42 111  田中 唯斗  国府ジュニアスキークラブ 49.55    



 ミズノ杯争奪 第22回 モンデウスジュニアスキー大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 平成１８年１月２９日 
中学年以下 男子の部 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 中村 昭一                コース名 
                           montdeus c7 corse 
    主審 内木 建治                スタート地点 1085m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 185m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 655m 
    スタート審判 三木 亨                 最大斜度 22% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 黒木 甚右ェ門              平均斜度 16% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus pnrm 
    コースセッター 大森 良仁               [mks]    
    前走者 -A- 坂口                        
     -B- 谷村                       
     -C- 磯谷                       
     -D- 渡瀬                       
 旗門数 29(28) スタート時間 9:30     
 天候 はれ 雪質 ハード     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -5 / -4     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
      F=       
 順位 スタート コード 競技者 時  間 レース   
 No No 氏名  所  属  ポイント   

 

 
 29-01-2006／ モンデウス飛騨位山スノーパーク                   G8 ／ 3 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 43 103  稲葉 一成  朝日ジュニアスキー  50.04    
 44 79  伊藤 恵樹  加子母小学校  50.52    
 45 129  萱垣 太我  国府ジュニアスキークラブ 50.59    
 46 136  大上 裕也  アッフェヒダジュニア  50.88    
 47 87  山本 大夢  朝日ジュニアスキー  51.21    
 48 101  坂垣内 佑来  飛騨ハイランドスキーJr 51.29    
 49 117  田中 優多  国府ジュニアスキークラブ 52.30    
 50 123  松本 涼吾  国府ジュニアスキークラブ 52.63    
 51 139  後藤 佳樹  アッフェヒダジュニア  52.71    
 52 90  横田 悠哉  国府ジュニアスキークラブ 52.85    
 53 126  大塚 恭祐  高山レーシング  53.39    
 54 82  桂木 希  湯屋小学校  53.49    
 55 121  古田 聡  モンデウスJrスキークラブ 53.99    
 56 125  野尻 歩夢  モンデウスJrスキークラブ 54.02    
 57 109  中野 裕二朗  アルコピアJr  54.97    
 58 127  山本 飛翔  朝日ジュニアスキー  55.30    
 59 130  水口 浩輔  神岡レーシングジュニア 55.84    
 60 137  黒木 康佑  モンデウスJrスキークラブ 55.85    
 61 134  用水口 誠也  アルコピアJr  57.50    
 62 114  黒木 甚太  モンデウスJrスキークラブ 59.67    
 63 124  塚本 悠太  古川スキージュニア  59.96    



 ミズノ杯争奪 第22回 モンデウスジュニアスキー大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 平成１８年１月２９日 
中学年以下 男子の部 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 中村 昭一                コース名 
                           montdeus c7 corse 
    主審 内木 建治                スタート地点 1085m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 185m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 655m 
    スタート審判 三木 亨                 最大斜度 22% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 黒木 甚右ェ門              平均斜度 16% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus pnrm 
    コースセッター 大森 良仁               [mks]    
    前走者 -A- 坂口                        
     -B- 谷村                       
     -C- 磯谷                       
     -D- 渡瀬                       
 旗門数 29(28) スタート時間 9:30     
 天候 はれ 雪質 ハード     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -5 / -4     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
      F=       
 順位 スタート コード 競技者 時  間 レース   
 No No 氏名  所  属  ポイント   

 

 
 29-01-2006／ モンデウス飛騨位山スノーパーク                   G8 ／ 4 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 64 143  渡瀬 寿希也  モンデウスJrスキークラブ1:01.84    
 65 142  佐藤 悠矢  朝日ジュニアスキー 1:03.21    
 66 94  大塩 達也  高山レーシング 1:09.74    
 DID NOT START 6 
 68  南 翔真  モンデウスJrスキークラブ     
 71  池田 達  朝日ジュニアスキー      
 89  谷本 廉太郎  モンデウスJrスキークラブ     
 91  井下 位  飛騨ハイランドスキーJr     
 106  南 英明  モンデウスJrスキークラブ     
 131  清水 拓野  ひるがのレーシングJr      
 DID NOT FINISH 0 
 DISQUALIFIED 7 
 118  小坂 彰栄  モンデウスJrスキークラブGATE No 19   
 128  三島 大河  荘川レーシング  GATE No 19   
 132  蒲生 勇樹  飛騨ハイランドスキーJrGATE No 20   
 133  山越 貴文  白弓レーシング  GATE No 19   
 138  大幢 篤生  モンデウスJrスキークラブGATE No 19   
 140  早川 立城  モンデウスJrスキークラブGATE No 27   
 141  船場 勝也  国府ジュニアスキークラブGATE No 19   
     


