
 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 
小学生高学年男子の部 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 1150m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 250m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 805m 
    スタート審判 三木 亨                 最大斜度 25% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 黒木 甚右ェ門              平均斜度 18% 
                           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 
 

 1 185  西村 友希  旭丘小学校  49.89    
 2 215  坂下 祐馬  高山レーシング  54.10    
 3 208  平井 大士  スキーチーム鷲ヶ岳  54.42    
 4 223  林 光紀  スキーチーム鷲ヶ岳  54.48    
 5 195  藤木 俊吾  鈴蘭高原ジュニア  55.09    
 6 199  太田 海一  ひるがのレーシングJr  55.15    
 7 203  荒井 真吾  丹生川ジュニア  55.54    
 8 187  柴田 雄太郎  アッフェヒダジュニア  55.87    
 9 191  川上 遥  流葉ジュニア  56.17    
 10 205  神田 大樹  流葉ジュニア  56.20    
 11 188  森本 健太  アルコピアJr  56.48    
 12 229  清水 貴斗  ひるがのレーシングJr  56.56    
 13 194  各務 祐樹  笠原小学校  57.26    
 14 220  平田 光太郎  荘川レーシング  57.28    
 15 233  松井 宏樹  丹生川ジュニア  57.50    
 15 209  河合 琢磨  愛知県豊橋市  57.50    
 17 248  日下部 和也  白弓レーシング  57.87    
 18 244  原部 輝  スキーチーム鷲ヶ岳  57.90    
 19 186  土岐 公臣  ひるがのレーシングJr  58.01    
 20 214  桜田 圭大  荘川レーシング  58.03    
 21 216  梅本 蓮  中津川スキー協会  58.19    
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 22 230  尾上 拓毅  流葉ジュニア  58.36    
 23 202  萩野下 匡史  アルコピアJr  58.66    
 24 219  大下 和輝  流葉ジュニア  58.86    
 25 240  坂口 和哉  国府ジュニアスキークラブ 59.58    
 26 221  岡田 和樹  古川スキージュニア  59.71    
 27 218  野尻 明誉  モンデウスJrスキークラブ 59.73    
 28 201  加藤 史也  アルプスSC桑名  1:00.38    
 29 189  江嵜 朔  モンデウスJrスキークラ 1:00.74    
 30 207  松田 啓  白鳥小学校  1:00.81    
 31 197  道上 雄陽  宮川スキージュニア  1:00.89    
 32 235  岡田 直樹  古川スキージュニア  1:00.91    
 33 241  梶田 裕吾  ひるがのレーシングJr  1:00.98    
 34 239  五敷 拓弥  丹生川ジュニア  1:01.23    
 35 234  松島 敬一  モンデウスJrスキークラ 1:01.24    
 36 204  大坪 裕季  モンデウスJrスキークラ 1:01.36    
 37 226  牧下 聡平  荘川レーシング  1:01.40    
 38 198  野尻 敬太  亀城小学校  1:01.48    
 39 192  洞 悠希  古川スキージュニア  1:01.64    
 40 222  新井 雄貴  アルコピアJr  1:01.80    
 41 246  森本 竣也  丹生川ジュニア  1:01.89    
 42 249  鈴木 星哉  荘川レーシング  1:02.05    
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 43 245  田中 健斗  流葉ジュニア  1:02.18    
 44 200  武藤 隼規  多治見市立養正小学校  1:03.15    
 45 227  平田 拓聖  アルコピアJr  1:04.05    
 46 211  中野 竜太朗  アルコピアJr  1:04.06    
 47 212  植村 公貴  愛知県安城市  1:04.58    
 48 236  中川 晃宏  アルコピアJr  1:05.19    
 49 238  間狭 亮太  流葉ジュニア  1:05.76    
 50 231  矢嶋 泰斗  アルコピアJr  1:07.80    
 51 237  大上 達也  アッフェヒダジュニア  1:09.37    
 52 206  坂垣内 賢哉  飛騨ハイランドスキーJr 1:09.55    
 53 247  加藤 圭吾  アルコピアJr  1:12.73    
 54 196  堀之上 滉弥  国府ジュニアスキークラ 1:14.47    
 55 193  細江 矩夫  加子母小学校  1:15.19    
 56 242  谷本 堅太  アルコピアJr  1:17.02    
 57 217  長瀬 大地  アルコピアJr  1:19.58    
 58 228  堂前 次郎  宮川スキージュニア  1:20.51    
 59 243  小林 史明  アルプスSC桑名  1:34.54    
 60 232  札脇 正基  白弓レーシング  2:01.10    
 61 224  後藤 和樹  アッフェヒダジュニア  2:45.68    
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 DID NOT START 2 
 190  水上 元博  丹生川ジュニア      
 225  鈴木 潤  国府ジュニアスキークラブ     
 
 DID NOT FINISH 0 
 
 DISQUALIFIED 2 
 210  広瀬 恭平  揖斐高原 F.Jr  GATE No 19   
 213  小坂 慎一郎  白弓レーシング  GATE No 19   
     


