
 ミズノ杯争奪第26回モンデウスジュニアスキー競技大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 ２０１０．０２．０７ 
中学校男子 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
   技術代表 垣下 大吾                コース名 
                          モンデウス パノラマバーン 
   主審 黒木甚右ェ門               スタート地点 1167m 
                          フィニッシュ地点 909m 
   競技委員長 杉山 信彦                標高差 258m 
   コース係長 南 喜代一                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 内木 建治                平均斜度 18% 
   コースセッター 大森 良仁                   
   前走者 -A- A                         
    -B- B                        
    -C- C                        
    -D- D                        
 旗門数 36(34) スタート時間 11:00     
 天候 雪 雪質 乾雪     
   スタート/フィニッシュ地点気温 -5 / -3     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
     F=       
 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   

 

 
 07-02-2010／ モンデウス                   G8 ／ 1 

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

 

 1 276  南 翔真  高山市宮中学校スキー部1:02.99    
 2 269  内木 栄治  高山市宮中学校スキー部1:03.35    
 3 278  大平 瑞生  大野郡白川中学校  1:03.54    
 4 279  玉田 晋太郎  高山市丹生川中学校ｽｷｰ 1:04.07    
 5 270  大塩 達也  高山レーシング  1:04.63    
 6 284  挾間 廣樹  高山市丹生川中学校ｽｷｰ 1:04.70    
 7 291  挾間 祐樹  高山市丹生川中学校ｽｷｰ 1:05.12    
 8 290  向畑 穣  高山市朝日中学校  1:06.00    
 9 272  渡瀬 巧己  高山市丹生川中学校ｽｷｰ 1:07.09    
 10 275  西田 智洸  高山市国府中学校  1:07.26    
 11 287  小寺 克哉  揖斐川ジュニアレーシン1:07.44    
 12 283  林 雄亮  高山レーシング  1:07.46    
 13 267  中西 絢也  飛騨ハイランドJr  1:08.34    
 14 286  丸田 貴斗  ひるがのピアﾚｰｼﾝｸﾞJr  1:08.91    
 15 280  安藤 佑弥  明智ジュニアスキーク  1:08.98    
 16 281  清水 拓野  ひるがのピアﾚｰｼﾝｸﾞJr  1:08.99    
 17 268  大上 翔也  アッフェヒダジュニア  1:10.37    
 18 273  安藤 涼平  明智ジュニアスキークラ1:13.65    
 19 282  白川 雅也  揖斐川ジュニア  1:16.43    



 ミズノ杯争奪第26回モンデウスジュニアスキー競技大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 ２０１０．０２．０７ 
中学校男子 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
   技術代表 垣下 大吾                コース名 
                          モンデウス パノラマバーン 
   主審 黒木甚右ェ門               スタート地点 1167m 
                          フィニッシュ地点 909m 
   競技委員長 杉山 信彦                標高差 258m 
   コース係長 南 喜代一                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 内木 建治                平均斜度 18% 
   コースセッター 大森 良仁                   
   前走者 -A- A                         
    -B- B                        
    -C- C                        
    -D- D                        
 旗門数 36(34) スタート時間 11:00     
 天候 雪 雪質 乾雪     
   スタート/フィニッシュ地点気温 -5 / -3     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
     F=       
 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   

 

 
 07-02-2010／ モンデウス                   G8 ／ 2 
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 20 285  堀井 大輔  明智ジュニアスキークラブ1:17.61    
 21 288  小林 央明  岩村ジュニアスキークラブ1:18.24    
 22 271  加藤 晶  関市緑ヶ丘中学校  1:33.31    
 23 293  森 大知  揖斐川ジュニアレーシング1:34.77    
 24 292  佐々木 千尋  明智ジュニアスキークラブ2:15.33    

 
 DID NOT START 4 
 266  萩野下 匡史  高山市久々野中学校スキー部     
 274  和田 嵩正  大野郡白川中学校      
 277  小林 奏人  高山レーシング      
 289  平田 大樹  飛騨市古川中学校      

 
 DID NOT FINISH 0 

 
 DISQUALIFIED 0 
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