
 第２３回ミズノ杯争奪 

 モンデウスジュニアスキー競技大会 

 ２００７．０１．２８ 
小学校高学年男子の部 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@snow.plala.or.jp 
    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 黒木 甚右ェ門              標高差 250m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 805m 
    スタート審判 野中 浄男                最大斜度 25% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 今井 智巳                平均斜度 18% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus 
    コースセッター 大森 良仁               [MSS]    
    前走者 -A- 田口 工兼                    
     -B- 阪口 翔太                   
     -C- 二俣 慎弥                   
 旗門数 31(30) スタート時間 9:30     
 天候 晴れ 雪質 ハード     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -3 / -2     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
      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   

 28-01-2007／ モンデウス                   G8 ／ 1 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 

 1 203  森本 健太  アルコピアJｒ.  57.21    
 2 201  各務 祐樹  笠原小学校  57.55    
 3 246  梶田 裕吾  ひるがのレーシングJr  59.04    
 4 232  大下 和輝  流葉Jr  59.53    
 5 210  萩野下 匡史  アルコピアJｒ.  59.54    
 6 209  松島 敬一  モンデウスJr  59.60    
 7 219  太田 海一  ひるがのレーシングJr  59.66    
 8 259  堂前 次郎  宮川スキーJr  59.68    
 9 202  熊谷 和真  モンデウスJr  59.74    
 10 263  野尻 敬太  亀城小学校  1:00.02    
 11 204  平田 光太郎  荘川ジュニア  1:00.49    
 12 242  日下部 和也  白弓レーシング  1:00.67    
 13 248  梅本 蓮  中津川スキー協会  1:00.72    
 14 207  水上 元博  丹生川ジュニア  1:00.92    
 15 247  尾上 拓毅  流葉Jr  1:01.15    
 16 221  桜田 圭大  荘川ジュニア  1:01.42    
 17 226  牧下 聡平  荘川ジュニア  1:01.94    
 18 208  大上 達也  アッフェヒダジュニア  1:01.97    
 19 215  泉 賢史  宮川スキーJr  1:02.42    
 20 256  鈴木 潤  国府ジュニアスキークラブ1:02.46    
 21 205  八賀 悠尭  国府ジュニアスキークラブ1:02.82    
 22 250  和田 崇正  白弓レーシング  1:03.08    
 23 214  池田 達  朝日Jrスキー  1:03.20    
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 24 228  坂口 和哉  国府ジュニアスキークラブ1:03.21    
 25 212  西田 智洸  国府ジュニアスキークラブ1:03.37    
 26 227  松井 宏樹  丹生川ジュニア  1:03.67    
 27 206  田中 健斗  流葉Jr  1:03.77    
 28 236  鈴木 星哉  荘川ジュニア  1:03.97    
 29 238  南 翔真  モンデウスJr  1:04.35    
 30 240  坂垣内 賢哉  国府ジュニアスキークラブ1:05.06    
 31 225  内木 栄治  モンデウスJr  1:05.18    
 31 213  矢野 将也  白弓レーシング  1:05.18    
 33 211  山田 豊  スキーチーム鷲ヶ岳  1:05.28    
 34 241  森本 竣也  丹生川ジュニア  1:05.48    
 35 239  矢嶋 泰斗  アルコピアJｒ.  1:05.55    
 36 230  斉藤 涼  ヒダハイランドＪr  1:05.96    
 37 261  蒲生 勇樹  ヒダハイランドＪr  1:06.88    
 38 265  手塚 康太  白弓レーシング  1:06.98    
 39 244  中西 絢也  ヒダハイランドＪr  1:07.00    
 40 222  間狭 亮太  流葉Jr  1:07.07    
 41 252  牧田 朋之  モンデウスJr  1:07.71    
 42 260  田嶋 俊樹  流葉Jr  1:07.85    
 43 253  島垣内 祐輝  丹生川ジュニア  1:07.89    
 44 216  蒲生 源太郎  ヒダハイランドＪr  1:08.34    
 45 258  室谷 祐作  荘川ジュニア  1:08.68    
 46 229  山本 匠二  モンデウスJr  1:08.70    
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 47 264  平澤 知也  飛騨市陸上ｽﾎﾟｰﾂ少年団 1:08.78    
 48 231  平田 拓聖  アルコピアJｒ.  1:08.85    
 49 254  谷本 廉太郎  モンデウスJr  1:09.34    
 50 243  稲葉 一成  朝日Jrスキー  1:09.65    
 51 234  松田 啓  スキーチーム鷲ヶ岳  1:11.24    
 52 255  大上 翔也  アッフェヒダジュニア  1:12.72    
 53 251  谷本 堅太  アルコピアJｒ.  1:14.19    
 54 257  加藤 圭吾  アルコピアJｒ.  1:14.90    
 55 218  久古 春輝  めいほうｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ  1:16.59    
 56 245  下田 一文  めいほうｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ  1:17.28    
 57 262  南 英明  モンデウスJr  1:17.59    
 58 249  梅村 尚弘  明智ジュニアスキークラ 1:17.67    
 59 223  堀井 悠貴  明智ジュニアスキークラ 1:25.92    
 60 237  道上 雄陽  宮川スキーJr  1:41.57    
 61 224  新井 雄貴  アルコピアJｒ.  1:46.70    
 DID NOT START 3 
 217  大坪 裕季  モンデウスJr      
 233  安江 貴哉  アッフェヒダジュニア      
 235  小林 奏人  高山レーシング      
 DID NOT FINISH 1 
 220  藤木 俊吾  鈴蘭高原クラブ      
 DISQUALIFIED 0 
   s0  


