
 ミズノ杯争奪 

 第２４回モンデウスジュニアスキー競技大会 

 平成２０年１月２７日 
小学校3年生男子 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 中村 昭一                コース名 
                           モンデウス飛騨位山スノーパーク 
    主審 黒木 甚右ェ門              スタート地点 1085m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 185m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 655m 
    スタート審判 黒木 義弘                最大斜度 22% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 内木 建治                平均斜度 16% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus 
    コースセッター 大森 良仁                   
    前走者 Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ       
 旗門数 26(24) スタート時間 9:30     
 天候 晴れ 雪質 ソフト     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -7 / -5     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 
 27-01-2008／ モンデウス                   G8 ／ 1 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 1 101  後藤 佳樹  アッフェヒダジュニア  49.15    
 2 99  長谷 笙意  国府ジュニアスキークラブ 50.05    
 3 97  石垣 裕基  中村小学校  52.72    
 4 90  黒木 康佑  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 53.71    
 5 88  水畑 友来  国府ジュニアスキークラブ 53.74    
 6 96  小瀬 大和  荘川レーシング  54.00    
 7 107  船場 勝也  国府ジュニアスキークラブ 54.45    
 8 110  山村 秀斗  桑津小学校  54.91    
 9 87  大幢 篤生  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 55.46    
 10 95  荒井 勇輝  丹生川ジュニア  55.47    
 11 94  大坪 飛翔  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 55.55    
 12 93  佐藤 悠矢  アサヒジュニアスキー  59.80    
 13 98  渡瀬 寿希也  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:00.39    
 14 108  西脇 愁人  丹生川ジュニア  1:02.35    
 15 86  豊住 英嗣  丹生川ジュニア  1:02.67    
 16 103  藤井 亮太  岩村ジュニアスキークラ 1:04.25    
 17 105  工藤 賀豊  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:11.10    
 18 100  中垣内 暁之  アルコピアJr.スキークラ1:11.76    
 19 91  原 琳帆  明宝ジュニアスキークラ 1:15.15    
 20 109  堀野 悠人  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:18.20    
 21 102  青木 一貴  モンデウスｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:30.63    
 22 89  大上 裕也  アッフェヒダジュニア  1:50.89    
 23 92  加藤 謙吾  アルコピアJr.スキーク  2:10.10    
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 27-01-2008／ モンデウス                   G8 ／ 2 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 DID NOT START 1 
 104  鷲見 大地  明宝ジュニアスキークラブ     
 
 DID NOT FINISH 0 
 
 DISQUALIFIED 1 
 106  谷本 心  アルコピアJr.スキークラブGATE No 14   
     


