
常陸宮賜杯　第５８回　中部日本スキー大会
　
　

少年男子            男子大回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
殊才　豊                      aaa [石川　]技術代表 コース名
                          aaa 朴の木平大回転コース
関　潤                       aaa 1522m主審 [富山　] スタート地点
                          aaa 1218mフィニッシュ地点
下畑　由衛                     aaa 304m競技委員長 [岐阜　] 標高差
宮前　勝                      aaaコース係長 1207m[岐阜　] 全長
山口　悦郎                     aaaスタート審判 39.9%[岐阜　] 最大斜度
                          aaa 6.4%最小斜度

      aaaフィニッシュ審判 大坪　徹                24.3%[岐阜　] 平均斜度
                          aaa SAJ20-GS-50/91ホモロゲーションＮｏ

      aaa
      aaa

水田　奈央生                    aaaコースセッター [岐阜　]
二俣                        aaa前走者 -A-
船場                        aaa -B-
黒谷                        aaa -C-
森下                        aaa -D-
渡辺                  -E-      aaa
                          aaa
                          aaa
                          aaa
                          aaa      aaa
                          aaa
スタート時間 9:00旗門数 41(39)

HARD天候 雪質晴
      aaa / -2-3スタート/フィニッシュ地点気温

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      aaa F=880 

スタート 競技者コード順位 レース時  間
No 氏名No 県  名 所  属 ポイント

岐阜第一高校岐阜県1 38 今藤大樹 0.001:16.16
富山第一高校富山県2 34 高島 崇仁 10.631:17.08
岐阜第一高校岐阜県3 65 間狭一希 14.911:17.45
鶴来高校石川県4 40 吉田　昴史 17.451:17.67
飛騨高山高校岐阜県5 51 森本優希 21.141:17.99
富山第一高校富山県6 53 小林 勇土 21.611:18.03
高山工業高校岐阜県7 58 本田冬馬 28.191:18.60
福井高校福井県8 39 斉藤　昇吾 30.391:18.79
鶴来高校石川県9 35 谷口　勇翔 30.501:18.80
岐阜第一高校岐阜県10 67 田中久登 38.251:19.47
福井高校福井県11 55 谷　　直人 38.711:19.51
三好高校愛知県12 31 横井　保志 39.981:19.62
南砺総合平高富山県13 69 明瀬 純一 42.411:19.83
鳥羽高校三重県14 44 竹内　昭幸 44.951:20.05
砺波工業高校富山県15 46 舘 醇一 45.291:20.08
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少年男子            

             AAA
F=880 

スタート 競技者コード順位 レース時  間
No 氏名No 県  名 所  属 ポイント

大野高校福井県16 64 小嶋　友城 46.221:20.16
鶴来高校石川県17 66 北　　和幸 51.191:20.59
稲生高校三重県18 37 中島慎之助 51.651:20.63
星稜高校石川県19 57 上野　巧郎 52.111:20.67
高山工業高校岐阜県20 33 大家　成人 58.471:21.22
尾関学園高校愛知県21 43 立松　秀平 58.931:21.26
福井高校福井県22 70 田中　聡史 62.971:21.61
鶴来高校石川県23 60 谷口　琢磨 65.171:21.80
高田高校三重県24 52 島原　立樹 70.481:22.26
市邨高校愛知県25 61 品田　基企 76.141:22.75
富士見高校静岡県26 42 今村　健亮 79.731:23.06
豊田北高校愛知県27 71 森　　篤典 81.921:23.25
加藤学園暁秀高校静岡県28 36 杉山　祥 90.011:23.95
いなべ総合学園三重県29 68 藤井　一樹 91.631:24.09
宇治山田高校三重県30 62 竹内　貴士 95.331:24.41
小笠高校静岡県31 47 田力　武将 96.941:24.55
名東高校愛知県32 45 加藤　椋介 99.721:24.79
中京高校愛知県33 54 須崎　哲矢 105.491:25.29
沼津西高校静岡県34 56 平野　頌八 118.671:26.43
高田高校三重県35 49 大橋進之輔 119.361:26.49
東海大付属翔洋高校静岡県36 59 小山　亞斗夢 129.301:27.35
福井高校福井県37 50 松田　真哲 144.201:28.64

0DID NOT START

4DID NOT FINISH
大野高校福井県32 山本　幸臣
南砺総合平高富山県41 室田 和馬
鶴来高校石川県48 水上　龍喜
南砺総合平高富山県63 東山 聡

0DISQUALIFIED

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殊才　豊                技術代表
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