
 第５回岐阜県マスターズ選手権 

 第６回臥龍桜杯争奪 シニアスキー選手権大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 
男子６５歳代 男子大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 大坪 徹                 コース名 
                           モンデウス パノラマバーン 
    主審 中村 昭一                スタート地点 1163m 
                           フィニッシュ地点 910m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 253m 
    コース係長 内木 建治                全長 853m 
    スタート審判 野中 浄男                最大斜度 23% 
                            最小斜度 16% 
    フィニッシュ審判 島野 芳和                平均斜度 18% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeusC7GS 
    １本目 ２本目 
    コースセッター 下畑 由衛                コースセッター 下畑 由衛                
    前走者 -A- 大森 良仁                前走者 -A- 大森 良仁                
     -B-                       -B-                       
     -C-                       -C-                       
 旗門数 30(29) スタート時間 9:30 旗門数 34(32) スタート時間 12:00 
 天候 晴れ 雪質 ハード 天候 晴れ 雪質 ハード 
    スタート/フィニッシュ地点気温 -6 / -3 スタート/フィニッシュ地点気温 -3 / -1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
        F=     
 順位 スタート コード 競技者 1本目 2本目 合 計 レース 
 No No 氏名  所  属 時 間 時 間 時 間 ポイント 

 

 
 21-02-2007／ モンデウス                   GM8 ／ 1 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 1 61  中島 雅夫  能美市スキー協会  1:00.66 1:07.39 2:08.05  
 2 60  柳澤 史夫  池田町  1:03.14 1:11.23 2:14.37  
 3 51  吉川 和男  愛知シニアスキーＲＣ  1:05.97 1:16.21 2:22.18  
 4 46  島田 靖  高山市スキー協会  1:07.90 1:14.57 2:22.47  
 5 63  沖村 道也  岐阜県  1:04.83 1:17.87 2:22.70  
 6 55  有本 鍬男  フレンドリーＳＣ  1:06.59 1:16.91 2:23.50  
 7 59  大東 輝夫  京都SYLC  1:12.85 1:16.10 2:28.95  
 8 52  山田 正俊  豊田中央研究所スキー部 1:10.15 1:21.22 2:31.37  
 9 53  高橋 善明  小牧市スキー連盟  1:13.16 1:21.44 2:34.60  
 10 57  坪井 竹男  岐阜県  1:15.55 1:20.61 2:36.16  
 11 50  山口 義則  一宮市スキー連盟  1:14.13 1:24.35 2:38.48  
 12 62  佐名 哲  岐阜県  1:21.60 1:17.29 2:38.89  
 13 44  辻 猛彦  京都府  1:18.98 2:06.65 3:25.63  
 14 56  山腰 祐忠  アッフェヒダ  3:00.00 1:14.01 4:14.01  
 
 DID NOT START  [1st RUN] 3 
 47  安福 稔  神戸レーシングチーム      
 48  中澤 雄三  富山県      
 54  西村 邦雄  石川県マスターズ      
 



 第５回岐阜県マスターズ選手権 

 第６回臥龍桜杯争奪 シニアスキー選手権大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 
男子６５歳代 男子大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 大坪 徹                 コース名 
                           モンデウス パノラマバーン 
    主審 中村 昭一                スタート地点 1163m 
                           フィニッシュ地点 910m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 253m 
    コース係長 内木 建治                全長 853m 
    スタート審判 野中 浄男                最大斜度 23% 
                            最小斜度 16% 
    フィニッシュ審判 島野 芳和                平均斜度 18% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeusC7GS 
    １本目 ２本目 
    コースセッター 下畑 由衛                コースセッター 下畑 由衛                
    前走者 -A- 大森 良仁                前走者 -A- 大森 良仁                
     -B-                       -B-                       
     -C-                       -C-                       
 旗門数 30(29) スタート時間 9:30 旗門数 34(32) スタート時間 12:00 
 天候 晴れ 雪質 ハード 天候 晴れ 雪質 ハード 
    スタート/フィニッシュ地点気温 -6 / -3 スタート/フィニッシュ地点気温 -3 / -1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
        F=     
 順位 スタート コード 競技者 1本目 2本目 合 計 レース 
 No No 氏名  所  属 時 間 時 間 時 間 ポイント 

 

 
 21-02-2007／ モンデウス                   GM8 ／ 2 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 DID NOT FINISH [1st RUN] 0 
 
 DISQUALIFIED   [1st RUN] 0 
 
 DID NOT START  [2nd RUN] 0 
 
 DID NOT FINISH [2nd RUN] 1 
 45  福岡 道夫  七尾市スキー協会      
 
 DISQUALIFIED   [2nd RUN] 2 
 58  法嶋 章  愛知県  GATE No 12   
 49  西山 圓  豊田中央研究所スキー部     
 
    


