
平成１９年度　岐阜県中学校総合体育大会
平成１９年度　全国中学校大会　岐阜県予選会

　

男子大回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
大場　順二                     aaa技術代表 コース名
                          aaa 朴の木平大回転コース
野口　啓一                     aaa 1534m主審 スタート地点
                          aaa 1230mフィニッシュ地点
下畑　由衛                     aaa 304m競技委員長 標高差
                          aaa
                          aaa
                          aaa

      aaa                     
                          aaa SAJ20-GS-50/91ホモロゲーションＮｏ

      aaa
      aaa１本目 ２本目

森本　賢吉               井上　春樹                     aaaコースセッター コースセッター
光井　恭平               光井　恭平                     aaa前走者 前走者-A- -A-
井尻　尚徳               井尻　尚徳                     aaa -B- -B-
本間　寛                本間　寛                      aaa -C- -C-

                                              aaa
                                              aaa

                                              aaa
                          aaa                     

                                              aaa
                                              aaa      aaa
                                              aaa

スタート時間スタート時間 10:46旗門数 旗門数 43(42)42(41)
HARD雪質HARD天候 雪質晴 天候 晴

      aaa / -4-5 / -2-3スタート/フィニッシュ地点気温スタート/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 2本目 合 計1本目 レース

No 氏名No 所  属 時 間時 間時 間 ポイント

丹生川1 2 水上　智之 0.002:17.001:10.441:06.56
久々野2 5 森本　将太 13.232:19.061:11.741:07.32
丹生川3 3 二俣　亨平 39.122:23.091:14.011:09.08
高鷲4 7 平井　大士 41.372:23.441:14.271:09.17
久々野5 13 森本　健太 53.312:25.301:14.831:10.47
国府6 8 宮崎　太樹 57.302:25.921:15.891:10.03
宮川7 16 橋詰　　陵 78.942:29.291:16.541:12.75
高鷲8 28 太田　浩一 79.912:29.441:17.241:12.20
高鷲9 31 太田　海一 81.382:29.671:16.011:13.66
神岡10 33 尾上　拓毅 82.092:29.781:17.821:11.96
久々野11 14 長瀬　大地 87.422:30.611:17.351:13.26
丹生川12 32 水上　元博 101.422:32.791:18.561:14.23
松倉13 20 坂下　祐馬 106.632:33.601:18.821:14.78
朝日14 4 菅沼　大輝 109.392:34.031:19.151:14.88
笠原15 25 各務　祐樹 111.512:34.361:19.471:14.89

／ ／朴の木平スキー場 1 GM815/01/2008                 
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平成１９年度　岐阜県中学校総合体育大会
平成１９年度　全国中学校大会　岐阜県予選会

　

             AAA
F=880 

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

久々野16 34 青豆　喜樹 118.322:35.421:19.461:15.96
丹生川17 24 松井　宏樹 120.052:35.691:19.931:15.76
日枝18 36 岡田　竜熙 127.632:36.871:21.291:15.58
坂本19 10 梅本　　蓮 129.052:37.091:19.521:17.57
宮川20 39 堂前　次郎 130.202:37.271:22.211:15.06
神岡21 50 間狭　亮太 131.742:37.511:21.541:15.97
神岡22 19 神田　大樹 134.892:38.001:26.331:11.67
白川23 37 村瀬　文哉 135.922:38.161:21.861:16.30
松倉24 40 柴田　雄太郎 145.752:39.691:23.231:16.46
小坂25 23 江嵜　　朔 149.152:40.221:22.591:17.63
白川26 38 小坂　慎一郎 153.842:40.951:22.561:18.39
下呂27 26 松島　敬一 171.052:43.631:25.581:18.05
丹生川28 43 森本　竣也 179.022:44.871:26.571:18.30
河合29 11 中谷　　典 190.842:46.711:27.341:19.37
久々野30 53 新井　雄貴 192.442:46.961:26.491:20.47
白川31 49 北平　豊実 226.492:52.261:29.181:23.08
日枝32 29 後藤　和樹 251.922:56.221:31.171:25.05
白鳥33 17 松田　　啓 253.212:56.421:29.111:27.31
春日34 22 白川　誠也 294.643:02.871:36.821:26.05
河合35 46 上野　竜樹 297.853:03.371:34.251:29.12

1DID NOT START  [1st RUN]
清見30 翠　　野歩

7DID NOT FINISH [1st RUN]
国府1 堀之上　滉弥
荘川15 鈴木　星哉
中山21 大上　達也
河合41 栗林　大介
高鷲42 土岐　公臣
久々野44 萩野下　司
宮川48 道上　雄陽

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

10DID NOT FINISH [2nd RUN]
久々野35 鍋岩　拓真
明智27 梅村　崇文

／ ／朴の木平スキー場 2 GM815/01/2008                 
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             AAA
F=880 

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

高鷲6 三島　悠矢
神岡9 川上　　遥
白川12 向　　順規
白川52 日下部和也
日枝45 藤木　俊吾
白川18 札脇　正基
白川51 手塚　康太
久々野47 中野　竜太朗

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿大場　順二               技術代表

／ ／朴の木平スキー場 3 GM815/01/2008                 
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