
 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 
中学生 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 
 

 1 292  山本 実  鈴蘭高原ジュニア  49.14    
 2 301  本田 冬馬  高鷲中学校  49.42    
 3 312  田中 久登  白川中学校  49.74    
 4 291  垂井 満大  高山レーシング  50.01    
 5 302  長瀬 優作  朝日ジュニアスキー  50.54    
 6 298  二俣 慎弥  丹生川中スキー部  50.61    
 7 303  蒔田 優  神岡中スキー部  50.64    
 8 295  船場 博貴  国府中スキー部  50.73    
 9 320  三島 悠矢  高鷲中学校  52.00    
 10 319  二俣 享平  丹生川中スキー部  52.28    
 11 308  中田 真史  荘川中学校  52.76    
 12 300  橋詰 陵  宮川中スキー部  52.92    
 13 321  菅沼 大輝  朝日ジュニアスキー  53.28    
 14 317  洞口 泰騎  高山レーシング  53.48    
 15 331  太田 浩一  高鷲中学校  53.72    
 16 323  青豆 善樹  久々野中学校  54.00    
 17 315  森本 将太  久々野中学校  54.30    
 18 332  水口 佑紀  神岡中スキー部  54.49    
 19 318  八賀 晋太朗  国府中スキー部  55.12    
 20 304  野村 駿  古川中スキー部  55.30    
 21 329  田口 幹大  高山レーシング  55.47    
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 22 334  黒谷 洸太  荘川中学校  56.20    
 23 335  小林 拓人  高山レーシング  56.94    
 24 316  渡辺 悠太  荘川中学校  57.15    
 25 328  宮崎 太樹  国府中スキー部  59.26    
 26 307  吉山 拓巳    1:00.67    
 27 290  田口 工兼  宮中スキー部  1:00.77    
 28 314  鈴木 利樹  明智Jr  1:01.00    
 29 311  安田 匠  名古屋市天白区  1:03.07    
 30 310  後藤 仁紀  岩村ジュニアスキークラ 1:03.81    
 31 322  森下 克哉  神岡中スキー部  1:06.01    
 32 327  中村 健志  明智Jr  1:07.58    
 33 333  萩野下 司  久々野中学校  1:16.42    
 34 296  岩野 達也  神岡中スキー部  1:22.29    
 35 336  向 順規  白川中学校  1:24.22    
 36 297  垣下 真吾  国府中スキー部  1:25.74    
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 DID NOT START 8 
 293  間狭 一希  神岡中スキー部      
 294  内藤 尭啓  宮中スキー部      
 299  西 航  アッフェヒダジュニア      
 305  原部 透  スキーチーム鷲ヶ岳      
 306  森本 優希  久々野中学校      
 324  三島 誠  荘川中学校      
 325  新家 祐太朗  高山レーシング      
 330  水上 智之  丹生川中スキー部      
 
 DID NOT FINISH 3 
 309  坂下 勇那  高山レーシング      
 313  澤崎 友太  揖斐高原 F.Jr      
 326  村瀬 友規  白川中学校      
 
 DISQUALIFIED 0 
     


