
常陸宮賜杯
第59回中部日本スキー大会

　

少年男子 男子回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
垣下　大吾                     aaa [岐阜　]技術代表 コース名
                          aaa 九頭竜スキー場競技バーンB
三嶋　憲雄                     aaa主審 [福井　] スタート地点 540m
                          aaa フィニッシュ地点 420m
阪井　幸人                     aaa競技委員長 [福井　] 標高差 120m
山田　一郎                     aaaコース係長 [福井　] 全長 500m
末永　勝士                     aaaスタート審判 [福井　]
                          aaa

      aaaフィニッシュ審判 加藤　正徳               [福井　]
                          aaa

      aaa
      aaa１本目 ２本目

村上　聡                高橋　稔                      aaaコースセッター コースセッター[愛知　] [富山　]
向　美乃里               向　美乃里                     aaa前走者 前走者-A- -A-
谷　祐哉                谷　祐哉                      aaa -B- -B-
池田　渓                池田　渓                      aaa -C- -C-

                                              aaa
                                              aaa

                                              aaa
                          aaa                     

                                              aaa
                                              aaa      aaa
                                              aaa

スタート時間 14:10スタート時間 10:20 旗門数旗門数 43(42) 44(43)
soft雪質soft天候 雪質雪 天候 曇り

      aaa / 0.70.0 / 3.44.0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=    
順位 2本目 合 計1本目 レースｽﾀｰﾄ コード 競技者

時 間時 間時 間 ポイントNo No 氏名 県  名 所  属

1 1:28.2345.3190 船場　博貴 岐阜 42.92飛騨神岡高校
2 1:28.4845.3297 吉田　昴史 石川 43.16鶴来高校
3 1:28.6945.4285 横井　保志 愛知 43.27三好高校
4 1:29.3246.0792 室田　健悟 富山 43.25砺波工業高校
5 1:29.4145.48121 明瀬　将人 富山 43.93南砺総合平高校
6 1:29.8647.0793 水上　龍喜 石川 42.79鶴来高校
7 1:29.8744.8783 田中　聡史 福井 45.00福井工大附属福井高校
8 1:30.1246.4887 羽馬　章人 富山 43.64南砺総合平高校
9 1:31.4246.3995 宮崎　太樹 岐阜 45.03岐阜第一高校

10 1:31.5747.21103 久保　将宣 富山 44.36富山第一高校
11 1:32.3646.3898 的場　佑樹 岐阜 45.98岐阜第一高校
12 1:33.5847.7382 今村　健亮 静岡 45.85富士見高等学校
13 1:46.551:01.34102 櫻井　郷希 石川 45.21鶴来高校
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常陸宮賜杯
第59回中部日本スキー大会

　

少年男子

             AAA
F=    

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

2DID NOT START  [1st RUN]
86 田力　武将 静岡 小笠高等学校
89 品田　基企 愛知 市邨高校

1DID NOT FINISH [1st RUN]
101 島原　立樹 三重 高田高校

2DISQUALIFIED   [1st RUN]
40112 向　　順規 岐阜 GATE No飛騨高山高校
5122 岩村　寛祐 富山 GATE No富山第一高校

0DID NOT START  [2nd RUN]

7DID NOT FINISH [2nd RUN]
108 谷　　直人 福井 福井工大附属福井高校
84 小清水　亮 石川 星稜高校

120 小嶋　友城 福井 大野高校
110 村岡　由章 福井 福井工大附属福井高校
105 藤井　悠太 富山 南砺総合平高校
117 橋詰　　陵 岐阜 高山工業高校
88 大橋進之輔 三重 高田高校

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿垣下　大吾               技術代表
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