
読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

壮年３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

白川郷スキークラブ岐阜1 49 坂次　功輝 0.002:34.701:19.661:15.04
不破郡スキー協会岐阜2 70 姉川　徳機 20.362:38.281:20.501:17.78
とぼねスキークラブ愛知3 58 三宅　博行 20.422:38.291:20.781:17.51
各務原市スキー協会岐阜4 52 黒元　洋一 24.522:39.011:20.701:18.31
貝月スキークラブ岐阜5 59 伊藤　　優 35.842:41.001:22.041:18.96
ラピズレーシング岐阜6 65 山田　清明 38.572:41.481:21.221:20.26
中日スキー友の会愛知7 48 佐藤　周正 39.532:41.651:22.051:19.60
がんばＳＣ愛知8 51 村田　　栄 43.352:42.321:21.281:21.04
一宮市スキー連盟愛知9 56 長谷川　勝 44.602:42.541:22.881:19.66
カトウスキーチーム愛知10 60 長屋　勝行 46.472:42.871:21.881:20.99
トヨタ自動車㈱スキー部愛知11 63 大橋　一二 54.892:44.351:22.441:21.91
愛知シニアスキーＲＣ愛知12 64 筒井　孝二 63.602:45.881:23.291:22.59
岐阜ＤＳスキー岐阜13 61 成田　　薫 67.982:46.651:23.611:23.04
岐阜アルペンＳＣ岐阜14 69 瀬木　正直 68.552:46.751:24.701:22.05
豊田合成スキー部愛知15 85 角　　敏昭 78.842:48.561:25.391:23.17

／ ／朴の木平スキー場 1 GM805/01/2008                 

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

　

壮年３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

各務原市スキー協会岐阜16 79 足立　茂夫 80.262:48.811:21.951:26.86
トヨタ自動車㈱スキー部愛知17 77 原田　　隆 83.962:49.461:25.681:23.78
トヨタ自動車㈱スキー部愛知18 88 大坂　憲行 87.602:50.101:26.431:23.67
アッフェ・ヒダ岐阜19 67 山腰　祐忠 89.762:50.481:26.471:24.01
王子製紙スキー部愛知20 54 梶藤　友博 94.602:51.331:27.771:23.56
がんばＳＣ愛知21 78 菊池　幸彦 95.222:51.441:26.971:24.47
リベルテスキークラブ愛知22 57 後藤　吉伸 95.912:51.561:27.891:23.67
ラピズレーシング岐阜23 86 太幡　正樹 96.992:51.751:27.501:24.25
愛知シニアスキーＲＣ愛知24 89 吉　　秀男 105.462:53.241:27.601:25.64
とぼねスキークラブ愛知25 95 竹本　義博 105.802:53.301:28.071:25.23
愛知シニアスキーＲＣ愛知26 73 吉川　和男 113.142:54.591:29.821:24.77
三菱自動車岡崎スキー部愛知27 87 永田　徳之 114.622:54.851:28.311:26.54
松阪レーシングスキークラブ三重28 84 下出　良元 140.162:59.341:32.271:27.07

4DID NOT START  [1st RUN]
鈴蘭ＳＣ岐阜50 三橋　正美
一宮市スキー連盟愛知74 村川　博宣
恵那市スキー協会岐阜82 宮沢　博光
三菱重工名航スキー部愛知94 中野　義治

0DID NOT FINISH [1st RUN]

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

2DID NOT FINISH [2nd RUN]
各務原市スキー協会岐阜72 小林　好男
アイシン精機ＳＣ愛知76 小酒井　朝夫

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

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

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

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


