
―岐阜県高山市岩井町―

小学生１年 女子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:34
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 2 塩屋 心優 岐阜 モンデウスJr 1:22.24
2 1 山下 幸奈 岐阜 荘川小学校 1:25.50
3 3 長瀬 栞奈 岐阜 高山レーシング 1:26.09
4 4 山根 ひなた 岐阜 荘川ジュニア 1:41.83

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生１年 男子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:38
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 7 田中 大雅 岐阜 モンデウスJr 1:07.10
2 5 桐生 健士郎 岐阜 ほうのきJr 1:09.30
3 8 砂畑 旺佑 岐阜 モンデウスJr 1:11.13
4 6 黒木 煋太 岐阜 モンデウスJr 1:14.38

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生2年 女子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:42
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 9 高原 百香 岐阜 朝日Jr 1:03.01
2 10 川端 咲千絵 岐阜 ひるがのJr 1:11.20

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生2年 男子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:44
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 16 岡田 康太 岐阜 古川スキーJr 0:54.28
2 15 反保 綾太 岐阜 モンデウスJr 0:56.97
3 17 南 健太郎 岐阜 モンデウスJr 1:01.69
4 18 三島 恵亮 岐阜 荘川ジュニア 1:02.29
5 13 原田 涼平 岐阜 アッフェヒダJr 1:04.44
6 12 桂木 新太 岐阜 朝日Jr 1:04.79
7 14 渡辺 慶介 岐阜 荘川レーシング 1:08.12
8 11 洞口 敬一郎 岐阜 高山レーシング 1:10.93

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生3年 女子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:50
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 19 山根 まひる 岐阜 荘川ジュニア 1:40.56

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生3年 男子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:52
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 25 堤 大智 岐阜 アルコピアレーシング 0:50.02
2 22 中畑 一朗 岐阜 アルコピアレーシング 0:56.11
3 28 島田 泰誠 岐阜 アッフェヒダJr 0:57.36
4 24 塩屋 聡大 岐阜 モンデウスＪｒ 0:58.45
5 27 山本 悠生 岐阜 アルコピアレーシング 0:59.57
6 21 垣内 蒼太郎 岐阜 アッフェヒダJr 1:08.22
7 26 森本 欽也 岐阜 モンデウスＪｒ 1:09.26

DID NOT START 1
20 下田 一徳 岐阜 高山レーシング

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生4年 女子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 9:58
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 30 安達 柊都季 岐阜 河合Jr 0:54.21
2 32 田中 美雅 岐阜 モンデウスJr 0:55.03
3 31 内方 更紗 岐阜 ほうのきJr 0:55.12
4 29 田中 千絢 岐阜 アッフェヒダＪｒ 0:56.58
5 33 佐藤 沙耶 岐阜 ひるがのＪｒ 1:05.13

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生4年 男子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 10:01
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 44 南 裕太 岐阜 モンデウスJr 0:50.59
2 34 橋倉 蒼依 三重 四日市SC 0:51.85
3 36 水口 雄惺 岐阜 朝日Jr 0:52.00
4 42 砂畑 亮太 岐阜 モンデウスJr 0:52.71
5 45 荒木 健太 岐阜 アッフェヒダJr 0:53.98
6 41 上村 旺右 岐阜 ほうのきJr 0:54.72
7 35 上平 崚太郎 岐阜 ほおのきJｒ 0:56.44
8 39 木本 善仁 岐阜 朝日Jr 0:56.84
9 46 神野 新太 愛知 豊明市立中央小 0:58.39

10 40 牧野 慎太朗 岐阜 モンデウスJr 0:58.50
11 43 向畑 翔陽 岐阜 アルコピアレーシング 0:58.95
12 37 森前 佳也 岐阜 アルコピアレーシング 0:59.70
13 48 渡辺 亮太 岐阜 荘川レーシング 1:02.97
14 47 堀尾 亮介 岐阜 アッフェヒダJr 1:03.10
15 38 奥田 壮寿 岐阜 ほうのきJr 1:04.18

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸
飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生5年 女子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 10:09
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 53 田口 和香 岐阜 アッフェヒダJr 0:49.55
2 56 高原 杏香 岐阜 朝日Jr 0:51.75
3 52 沖島 未咲 岐阜 朝日Jr 0:52.20
4 50 武藤 沙和 岐阜 朝日Jr 0:54.29
5 49 蒲 華乃 岐阜 アッフェヒダJr 0:56.49
6 54 桂木 風歌 岐阜 朝日Jr 0:57.67
7 55 垣内 愛 岐阜 アッッフェヒダJr 1:03.99
8 51 森本 薫 岐阜 モンデウスJr 1:05.80

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸
飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生5年 男子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 10:14
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 59 桐生 真之介 岐阜 ほおのきJr 0:46.86
2 64 宇佐美 巧 岐阜 堀津小学校 0:49.25
3 61 今井 雷樹 岐阜 モンデウスJr 0:51.94
4 63 平瀬 敦之 岐阜 高山レーシング 0:52.45
5 62 塩谷 結基 岐阜 モンデウスJr 0:52.69
6 58 竹内 友哉 岐阜 高山レーシング 0:53.90
7 57 林 煌人 岐阜 高山レーシング 0:56.52
8 23 林 泰輝 岐阜 アルコピアレーシング 0:57.93
9 60 山本 響暉 岐阜 アルコピアJr 0:59.96

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生6年 女子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 10:19
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 69 山下 莉生 岐阜 モンデウスJr 0:47.02
2 68 秦 ルーカ 岐阜 高山レーシング 0:51.32
3 65 佐藤 世菜 岐阜 ひるがのJr 0:54.76
4 70 中谷 心美 岐阜 山王小学校 1:03.06

DID NOT START 2
66 下田 明日葉 岐阜 高山レーシング
67 深澤 菜月 岐阜 朝日Jr

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ



―岐阜県高山市岩井町―

小学生6年 男子 大回転成績表

ジュリー
技術代表 笠城 広幸 テクニカルデーター

コース名
主審 長瀬 大護

スタート地点 1432 ｍ
競技委員長 中村 昭一 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 196 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 樋口 顕信
前走－B－ 沖島 佳秀
前走－C－ 上瀬 泰幸

旗門数 28/28 スタート時間 10:21
天候 曇 雪質 soft
スタート/フィニッシュ気温 0℃/0℃
スタート/フィニッシュ雪温 -1℃/2.7℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏 名 県 名 所 属 名 時間

1 73 原田 晋太郎 岐阜 アッフェヒダJr 0:50.57
2 72 山本 輝翔 岐阜 朝日Jr 0:54.11
3 75 荒木 浩太郎 岐阜 アッフェヒダJr 0:54.47
4 71 茶森 響介 岐阜 アッフェヒダJr 0:55.46
5 74 河瀬 琢磨 岐阜 ほうのきJr 0:57.52

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-400

第37回飛騨高山スキー競技大会

飛騨高山大回転コース

2017/1/9
TIMING by ＳＥＩＫＯ


