
読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

成年１部            男子大回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
滝川　勝                      aaa技術代表 コース名
                          aaa 朴の木平大回転コース
柚原　栄                      aaa 1534m主審 スタート地点
                          aaa 1230mフィニッシュ地点
宮前　勝                      aaa 304m競技委員長 標高差
                          aaa 1425m全長
                          aaa
                          aaa

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

      aaa
      aaa１本目 ２本目

下畑　由衛               滝村　晋二                     aaaコースセッター コースセッター
堀ノ上                 堀ノ上                       aaa前走者 前走者-A- -A-
木下                  木下                        aaa -B- -B-
宮崎                  中畑                        aaa -C- -C-

滝村                  滝村                        aaa -D- -D-
松井                  松井                  -E- -E-      aaa

森本                  森本                  -F- -F-      aaa
水上                  -G-      aaa 水上                  -G-

                                              aaa
                                              aaa      aaa
                                              aaa

スタート時間 11:30スタート時間 9:00旗門数 旗門数 39(39)38(37)
HARD雪質HARD天候 雪質晴れ 天候 晴れ

      aaa / -1-3 / -1-2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 県  名 所  属 時 間時 間時 間 ポイント

高山市スキー協会岐阜1 57 池田　　晃 0.002:15.751:08.481:07.27
松阪レーシングＳＣ三重2 63 鳥山　真也 3.502:16.291:09.401:06.89
静岡レーシングＳＣ静岡3 55 勝見　功輔 10.182:17.321:09.391:07.93
平湯温泉スキークラブ岐阜4 66 大下　浩二 16.852:18.351:09.491:08.86
古川スキー協会岐阜5 59 柚原　健一 17.762:18.491:09.931:08.56
朴の木平スキークラブ岐阜6 56 大沼　忠之 18.282:18.571:10.271:08.30
トヨタ自動車㈱スキー部愛知7 69 東垣内　雅和 20.552:18.921:10.051:08.87
トヨタ自動車㈱スキー部愛知8 58 高桑　雄次郎 21.722:19.101:10.441:08.66
アイシン・エーアイ㈱スキー部愛知9 60 早坂　昌也 39.482:21.841:11.301:10.54
富士宮スキー協会静岡10 54 大鉢　次郎 54.782:24.201:12.711:11.49
ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部愛知11 67 若林　千裕 54.842:24.211:13.551:10.66
Ｍ．Ｏ．Ｓ．Ｔ愛知12 76 是永　康臣 56.462:24.461:13.061:11.40
ローカスＳＣ静岡13 62 手塚　功司 62.492:25.391:13.301:12.09
アルコピアスキークラブ岐阜14 65 瀧澤　孝行 70.922:26.691:14.141:12.55
ＪＲ東海スキークラブ岐阜15 70 江嵜　拓哉 74.032:27.171:14.241:12.93

／ ／朴の木平スキー場 1 GM806/01/2008                 

TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ ＯDATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ



読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

成年１部            

             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 県  名 所  属 時 間時 間時 間 ポイント

ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部愛知16 77 森田　英稔 75.652:27.421:15.041:12.38
流葉スキー協会岐阜17 68 上口　大輔 89.722:29.591:16.311:13.28
津市スキー協会三重18 74 安井　広陵 95.362:30.461:16.531:13.93
リベルテスキークラブ愛知19 61 青木　　誠 108.262:32.451:16.841:15.61
三菱自動車岡崎スキー部愛知20 72 萩中　正樹 131.272:36.001:19.391:16.61
鈴鹿スキークラブ三重21 53 南谷　　直 159.602:40.371:12.431:27.94
アイシン・エーアイ㈱スキー部愛知22 78 鈴木　康太郎 179.052:43.371:23.301:20.07
リベルテスキークラブ愛知23 73 佐橋　芳弘 212.692:48.561:25.491:23.07
豊田織機スキー部愛知24 80 小林　晋吾 436.923:23.151:25.981:57.17
豊田織機スキー部愛知25 71 宗　　真平 579.413:45.131:20.052:25.08

2DID NOT START  [1st RUN]
豊田織機スキー部愛知64 小林　賢司
各務原市スキー協会岐阜75 藤田　友洋

0DID NOT FINISH [1st RUN]

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

2DID NOT FINISH [2nd RUN]
リベルテスキークラブ愛知81 岩船　兼昌
古川スキー協会岐阜79 佐藤　陽介

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿滝川　勝                技術代表

／ ／朴の木平スキー場 2 GM806/01/2008                 

TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ ＯDATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ


