
 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 
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@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 

 1 321  森下 克哉  神岡中学校スキー部  55.48    
 2 333  菅沼 大輝  朝日Jrスキー  56.43    
 3 334  橋詰 陵  宮川中学校スキー部  56.98    
 4 331  向 順規  白川中学校  57.95    
 5 330  太田 浩一  高鷲中学校  58.37    
 6 326  坂下 祐馬  高山レーシング  58.51    
 7 337  長瀬 大地  久々野中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部  58.55    
 8 327  鍋岩 拓真  久々野中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部  58.56    
 9 345  神田 大樹  神岡中学校スキー部  58.71    
 10 346  土岐 公臣  高鷲中学校  58.82    
 11 311  柴田 雄太郎  アッフェヒダジュニア  59.31    
 12 332  堀之上 滉弥  国府ジュニアスキークラブ 59.47    
 13 336  札脇 正基  白川中学校  1:01.52    
 14 338  清水 貴斗  高鷲中学校  1:01.53    
 15 341  村瀬 文哉  白川中学校  1:02.70    
 16 329  原部 輝  スキーチーム鷲ヶ岳  1:02.92    
 17 325  後藤 和樹  アッフェヒダジュニア  1:03.73    
 18 339  坂上 公規  荘川中学校スキー部  1:04.56    
 19 342  中野 竜太朗  久々野中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部  1:05.11    
 20 344  小坂 慎一郎  白川中学校  1:06.35    
 21 315  江嵜 朔  小坂中学校  1:07.26    
 22 328  河合 鯨  古川中学校スキー部  1:07.27    
 23 343  水野 彪雅  朝日Jrスキー  1:08.70    
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 28-01-2007／ モンデウス                   G8 ／ 2 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 

 24 340  梅村 崇文  明智ジュニアスキークラ 1:13.95    
 25 318  青豆 善樹  久々野中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部  1:14.50    
 26 314  田口 幹大  高山レーシング  2:51.34    
 27 312  萩野下 司  久々野中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部  3:17.56    
 DID NOT START 10 
 313  西村 友希  桜丘中学校      
 316  平井 大士  スキーチーム鷲ヶ岳      
 317  田中 久登  白川中学校      
 319  宮崎 太樹  国府ジュニアスキークラブ     
 320  長瀬 優作  朝日Jrスキー      
 322  村瀬 友規  白川中学校      
 323  三島 悠矢  高鷲中学校      
 324  鈴木 利樹  明智ジュニアスキークラブ     
 335  水口 佑紀  神岡中学校スキー部      
 347  北平 豊実  白川中学校      
 DID NOT FINISH 0 
 DISQUALIFIED 1 
 348  広瀬 恭平  揖斐高原FﾚｰｼﾝｸﾞJr  GATE No 16       


