
 第２回岐阜県民スポーツ大会スキー競技会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 ２００９．０２．０２ 
成年男子１部 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 森本 文夫                コース名 
                           モンデウスパノラマバーン 
    主審 袖原 栄                 スタート地点 1150m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 250m 
    コース係長 内木 建治                全長 805m 
    スタート審判 野中 浄男                最大斜度 25% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 島野 芳和                平均斜度 15% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus1 
    コースセッター 間狭 智幸                   
    前走者 -A- 深澤                        
     -B- 南                        
     -C- 内木                       
     -D- 山際                       
     -E- 島野                       
 旗門数 32(29) スタート時間 9:30     
 天候 晴れ 雪質 ハード     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -2 / -1     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
      F=860    
 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   

 

 
 2-2-2009  ／ モンデウス                   G8 ／ 1 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 1 189  瀬木 智史  高山市  50.74 0.00   
 2 180  宇田 雄輔  郡上市  51.38 10.85   
 3 191  中村 和樹  高山市  52.02 21.69   
 4 195  船坂 匡史  飛騨市  53.11 40.17   
 5 178  金 敏正  大垣市  53.41 45.25   
 6 181  田中 千尋  大野郡  54.86 69.83   
 7 194  横井 充晴  郡上市  55.22 75.93   
 8 183  篠田 伸昌  岐阜市  55.65 83.22   
 9 203  谷村 宗洋  高山市  55.94 88.14   
 10 204  関口 祐太  飛騨市  56.47 97.12   
 11 184  小松 修平  各務原市  57.23 110.00   
 12 185  梅田 司  揖斐郡  57.89 121.19   
 13 182  松田 宣也  下呂市  58.29 127.97   
 14 208  金森 寛  大垣市  1:01.49 182.20   
 15 199  伊藤久雄  大垣市  1:01.56 183.39   
 16 179  渡辺 周蔵  多治見市  1:02.06 191.86   
 17 202  上原  浩  下呂市  1:02.71 202.88   
 18 188  藤井 孝司  恵那市  1:04.15 227.29   
 19 190  山田 賢治  羽島市  1:08.49 300.85   
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 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 DID NOT START 11 
 186  石田 忠義  中津川市      
 187  柚原 健一  飛騨市      
 192  久保田一樹  各務原市      
 193  高島 祐哉  大野郡      
 196  安田 雅人  羽島市      
 197  渡辺 稔  揖斐郡      
 198  宮地 良和  恵那市      
 200  石田 佳浩  中津川市      
 201  岡崎利兵衛  下呂市      
 206  安藤 治朗  羽島市      
 207  伊藤 賢史  各務原市      
 
 DID NOT FINISH 1 
 205  金子 久志  中津川市      
 
 DISQUALIFIED 0 
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