
読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

壮年２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               下畑　由衛                     aaaコースセッター コースセッター
水上                  水上                        aaa前走者 前走者-A- -A-
森本                  森本                        aaa -B- -B-
松井                  松井                        aaa -C- -C-

堀ノ上                 堀ノ上                       aaa -D- -D-
森下                  森下                  -E- -E-      aaa

佐藤                  佐藤                  -F- -F-      aaa
本田                  -G-      aaa 本田                  -G-

藤原                  藤原                  -H- -H-      aaa
                                              aaa      aaa
                                              aaa

スタート時間 12:40スタート時間 9:00旗門数 旗門数 40(38)38(38)
HARD雪質HARD天候 雪質晴れ 天候 晴れ

      aaa / -4-6 / -1-3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 県  名 所  属 時 間時 間時 間 ポイント

リベルテスキークラブ愛知1 102 田中　亮英 0.002:29.611:15.281:14.33
アイシン・エーアイ㈱スキー部愛知2 103 奥田　　点 0.062:29.621:15.141:14.48
がんばＳＣ愛知3 121 梶原　雅喜 20.702:33.131:18.161:14.97
王子製紙スキー部愛知4 105 引間　知明 22.122:33.371:18.991:14.38
スノーメイト名張三重5 113 吉冨　　誠 22.652:33.461:17.301:16.16
リベルテスキークラブ愛知6 150 杉浦　錠夫 29.002:34.541:16.821:17.72
三重県庁スキークラブ三重7 131 岩本　弘一 39.882:36.391:18.571:17.82
アポプレキシアスキーチーム愛知8 144 松尾　洋一 49.292:37.991:19.491:18.50
カトウスキーチーム愛知9 99 伊藤　慎治 49.642:38.051:19.341:18.71
流葉スキー協会岐阜10 133 仲田　正人 52.762:38.581:19.151:19.43
王子製紙スキー部愛知11 145 小川　　茂 58.582:39.571:21.211:18.36
とぼねスキークラブ愛知12 101 斉藤　俊宏 60.942:39.971:21.461:18.51
ラピズレーシング岐阜13 109 和田　健作 63.172:40.351:21.301:19.05
白川郷スキークラブ岐阜14 135 森下　宏記 64.052:40.501:20.761:19.74
中津川スキー協会岐阜15 140 伊藤　正弘 65.472:40.741:20.901:19.84

／ ／朴の木平スキー場 1 GM805/01/2008                 
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読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

壮年２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

名古屋ＹＭＣＡＳＣ愛知16 148 冨　　吉宏 65.882:40.811:20.661:20.15
カトウスキーチーム愛知17 153 中沢　浩一 67.822:41.141:21.511:19.63
カトウスキーチーム愛知18 134 澤田　敦則 69.352:41.401:22.591:18.81
中部電力愛知スキークラブ愛知19 119 荒家　良作 70.822:41.651:21.701:19.95
神岡レーシング岐阜20 126 山崎　俊和 74.582:42.291:22.161:20.13
トヨタ車体スキー部愛知21 122 江緑　秀利 76.292:42.581:23.201:19.38
アルプス・クワナ三重22 136 高橋　一広 77.762:42.831:22.861:19.97
チームスカイ愛知23 114 梶田　素光 78.522:42.961:22.021:20.94
チームスカイ愛知24 100 三島　由一 79.292:43.091:22.961:20.13
三菱重工名航スキー部愛知25 128 横井　　力 80.472:43.291:22.711:20.58
豊田織機スキー部愛知26 125 小橋　　太 83.172:43.751:23.031:20.72
ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部愛知27 116 新開　英隆 88.462:44.651:23.131:21.52
ラピズレーシング岐阜28 138 山本　敦司 91.822:45.221:22.461:22.76
ローカスＳＣ静岡29 115 足立　卓彦 93.992:45.591:24.251:21.34
スノウプラウ愛知30 107 佐橋　浩紀 96.582:46.031:23.221:22.81
三菱自動車岡崎スキー部愛知31 129 渡辺　　茂 107.292:47.851:24.301:23.55
中津川スキー協会岐阜32 155 金子　久志 107.352:47.861:24.031:23.83
とぼねスキークラブ愛知33 130 堀田　武夫 107.762:47.931:25.341:22.59
エキスパートＳＣ愛知34 151 鬼頭　　勝 110.292:48.361:25.031:23.33
高山市スキー協会岐阜35 143 林　　芳忠 112.992:48.821:24.911:23.91
松阪レーシングスキークラブ三重36 111 平賀　仁昭 114.872:49.141:25.271:23.87
ジェイテクトスキー部愛知37 108 中根　克則 116.932:49.491:25.831:23.66
三菱自動車岡崎スキー部愛知38 149 加藤　健治 117.402:49.571:26.871:22.70
スノウプラウ愛知39 132 松浦　哲司 123.342:50.581:27.471:23.11
ＪＲ東海スキークラブ岐阜40 124 岩田　美彦 134.232:52.431:28.071:24.36

7DID NOT START  [1st RUN]
エキスパートＳＣ愛知110 南木　好司
津市役所スキークラブ三重117 櫻井　善信
アイシン精機ＳＣ愛知118 森田　耕二
四日市スキークラブ三重120 宇佐美　康彦
中電岐阜ＳＣ岐阜127 三桶　顕継
ジェイテクトスキー部愛知137 三尾　康紀
鈴蘭ＳＣ岐阜146 上野田　隆平

2DID NOT FINISH [1st RUN]
各務原市スキー協会岐阜106 石井　亮祐
カトウスキーチーム愛知142 坂　　年勝

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

／ ／朴の木平スキー場 2 GM805/01/2008                 
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壮年２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

0DID NOT START  [2nd RUN]

0DID NOT FINISH [2nd RUN]

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

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

／ ／朴の木平スキー場 3 GM805/01/2008                 
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