
第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生１年 女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 9:41
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 2 長瀬 凜華 岐阜 高山レーシング 1:03.82
2 1 日野 日向詩 岐阜 モンデウスJr 1:12.29

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第38回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生１年 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 9:45
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 3 細貝 優葵 岐阜 モンデウスJr 1:27.95

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生2年 女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 9:48
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 4 江嵜 璃菜 岐阜 アルコピアレーシング 0:53.85
2 5 堤 芽衣子 岐阜 アルコピアレーシング 0:56.37
3 6 戸谷 歩未 岐阜 高山スキー少年団 0:58.26

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生2年 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 9:50
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 9 平瀬 善之 岐阜 山王小学校 0:47.92
2 7 下田 真徳 岐阜 高山レーシング 0:48.20
3 10 反保 文斗 岐阜 モンデウスジュニア 0:51.72
4 8 沼津 寿輝 岐阜 丹生川小学校 0:55.64

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生3年 女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 9:51
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 14 山下 愛梨 岐阜 高鷲北小学校 0:49.21
2 11 塩屋 心優 岐阜 モンデウスJr 0:54.66
3 12 山根 ひなた 岐阜 荘川ジュニア 0:57.23
4 17 山下 幸奈 岐阜 荘川小学校 0:58.28
5 13 長瀬 栞奈 岐阜 高山レーシング 0:58.60
6 15 細貝 夏月姫 岐阜 モンデウスJr 1:15.52

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
16 向畑 香春 岐阜 アルコピアレーシング GATE №22

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生3年 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 9:56
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 19 田中 大雅 岐阜 モンデウスJr 0:46.82
2 21 厚地 健 岐阜 アルコピアレーシング 0:48.64
3 18 桐生 健士朗 岐阜 西小学校 0:50.19
4 20 小川 智史 岐阜 大垣ジュニアスキークラブ 0:58.70

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生4年 女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:01
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 22 高原 百香 岐阜 朝日Jr 0:42.86
2 23 川端 咲千絵 岐阜 ひるがのJr 0:46.78

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生4年 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース
主審 塚腰 一司

スタート地点 1357 ｍ
競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:02
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 31 本多 峻 岐阜 高山レーシング 0:42.02
2 27 反保 綾太 岐阜 モンデウスJr 0:42.36
3 25 三島 恵亮 岐阜 荘川レーシング 0:43.76
4 32 植野 冬偉 岐阜 栃尾小学校 0:44.51
5 33 洞口 敬一郎 岐阜 高山レーシング 0:44.55
6 26 南 健太郎 岐阜 モンデウスJr 0:45.00
7 28 垣内 春星 岐阜 北小学校 0:45.84
8 24 中西 由 岐阜 高山レーシング 0:48.16
9 29 渡辺 慶介 岐阜 荘川レーシング 0:49.57
10 30 佐藤 大輔 岐阜 モンデウスJr 0:53.79

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸
2019/1/14 飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生5年 女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:07
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 34 山根 まひる 岐阜 荘川レーシング 0:44.53

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸
2019/1/14 飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生5年 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:08
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 37 堤 大智 岐阜 アルコピアレーシング 0:42.04
2 35 塩屋 聡大 岐阜 モンデウスＪｒ 0:42.58
3 38 下田 一徳 岐阜 高山レーシング 0:43.80
4 36 中畑 一朗 岐阜 アルコピアレーシング 0:44.49

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生6年 女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース
主審 塚腰 一司

スタート地点 1357 ｍ
競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:10
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 39 田中 美雅 岐阜 モンデウスJr 0:41.30
2 40 三木 杏恋 岐阜 モンデウスＪｒ 0:43.16
3 41 内方 更紗 岐阜 丹生川小学校 0:45.80
4 43 田中 千絢 岐阜 アッフェヒダＪｒ 0:46.87

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
42 佐藤 沙耶 岐阜 ひるがのJr GATE №22

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

小学生6年 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース
主審 塚腰 一司

スタート地点 1357 ｍ
競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:12
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 46 南 裕太 岐阜 モンデウスJr 0:41.21
2 49 東 太朗 岐阜 岐阜市立長良東小学校 0:42.36
3 52 木本 善仁 岐阜 朝日Jr 0:42.69
4 45 荒木 健太 岐阜 アッフェヒダJr 0:45.21
5 47 坂地 遥稀 岐阜 丹生川小学校 0:45.42
6 48 渡邊 亮太 岐阜 荘川レーシング 0:45.72
7 44 向畑 翔陽 岐阜 アルコピアレーシング 0:45.98
8 50 小川 結平 岐阜 大垣ジュニアSC 0:46.81

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
51 堀尾 亮介 岐阜 アッフェヒダJr GATE №22

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 8部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:19
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 53 筒井 孝二 愛知 愛知シニア 0:42.10
2 54 藤尾 正博 岐阜 古川スキー協会 0:43.78
3 57 池田 重芳 愛知 アポプレキシアST 0:44.86
4 55 山腰 祐忠 岐阜 アッフェヒダ 0:46.74
5 56 宮原 寛信 愛知 小牧市スキー連盟 0:50.23

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 7部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:22
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 58 三宅 博行 愛知 とぼねSC 0:40.30
2 64 佐藤 忠晴 愛知 いずみSST 0:41.38
3 60 瀬木 正直 岐阜 奥美濃SC 0:41.70
4 59 武市 信久 三重 松阪レーシング 0:44.43
5 65 内藤 弘志 岐阜 岐阜市 0:46.36
6 62 井伊 次衛 愛知 愛知シニア 0:46.64
7 61 高城 勝夫 岐阜 スノーマンSC 0:49.53
8 63 平田 幹夫 岐阜 スノーマンSC 0:50.85

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 6部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:26
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 71 伊藤 優 岐阜 貝月SC 0:38.13
2 69 三島 孝三 岐阜 荘川SC 0:38.84
3 66 鳥山 長太郎 三重 松阪レーシング 0:41.13
4 67 曽我部 誠次郎 愛知 豊田市 0:43.28
5 68 西村 輝雄 愛知 愛知シニア 0:43.40
6 70 梛野 秋夫 愛知 中日スキー友の会 0:44.84
7 73 高井 政己 岐阜 ごうどレーシング 0:49.38

DID NOT START 1
72 長谷川 勝 愛知 一宮SC

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 5部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース
主審 塚腰 一司

スタート地点 1357 ｍ
競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:34
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 82 奥田 点 愛知 アイシン・エーアイ 0:38.03
2 83 山本 敦司 岐阜 ラピズレーシング 0:39.04
3 78 坂 年勝 愛知 カトウスキー 0:39.14
4 74 林 芳忠 岐阜 高山市スキー協会 0:39.33
5 80 國枝 宏之 愛知 スポーツアルペンＳＣ 0:39.55
6 75 和田 健作 岐阜 飛騨県事務所RRSC 0:39.65
7 79 野々村 敦 岐阜 KNレーシング 0:39.73
8 84 伊藤 久雄 岐阜 大垣スキー協会 0:40.82
9 81 大下 英樹 岐阜 岐阜市 0:42.53
10 77 田内 清司 三重 桑名スキークラブ 0:47.95

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 1
76 三島 由一 愛知 チームスカイ GATE №13

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 4部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:41
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 91 吉井 等 滋賀 ｍｋ滋賀 0:36.74
2 85 玉舎 久幸 岐阜 高山市スキー協会 0:37.57
3 93 早川 信明 愛知 三菱重工SC 0:38.08
4 87 千葉 丈雄 愛知 スポーツアルペンＳＣ 0:38.17
5 86 藤尾 岳史 岐阜 古川スキー協会 0:38.81
6 92 泉本 拓也 福井 TEAM FUKUI OSSAN 0:39.05
7 88 岡田 国稔 岐阜 ラピスレーシングSC 0:39.66
8 89 小川 敦嗣 岐阜 スノーマンスキークラブ 0:41.06
9 90 上野 克彦 岐阜 大垣スキー協会 0:51.92

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

中学女子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:51
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 94 佐藤 世菜 岐阜 ひるがのJr 0:42.05

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年女子 １部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:55
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 95 和田 知穂 岐阜 モンデウスSC 0:39.69

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年女子 ２部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース
主審 塚腰 一司

スタート地点 1357 ｍ
競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:56
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 102 長瀬 絵里香 岐阜 高山レーシング 0:38.56
2 100 切手 加代 岐阜 アルコピアSC 0:40.74
3 101 山崎 玲子 愛知 セントラルSC 0:44.26
4 96 筒井 ちず子 愛知 愛知シニア 0:45.78
5 97 渡辺 由子 岐阜 岐阜アルペンSC 0:46.51
6 98 千葉 明子 愛知 スポーツアルペンSC 0:51.05

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
99 今村 栄富 岐阜 岐阜アルペンSC GATE №23

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

中学生 男子 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース
主審 塚腰 一司

スタート地点 1357 ｍ
競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 10:59
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 106 竹内 友哉 岐阜 高山レーシング 0:42.41
2 105 林 煌人 岐阜 高山レーシング 0:42.69
3 104 本多 嶺 愛知 高山レーシング 0:53.52

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1

103 森本 拓海 岐阜 高山レーシング GATE №22

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 3部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 11:01
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 110 中垣 寿広 岐阜 平湯温泉スキークラブ 0:37.08
2 108 堤 清高 岐阜 アルコピアスキークラブ 0:37.72
3 111 石黒 基 福井 TEAM・FUKUI・OSSAN 0:38.85
4 122 田中 達夫 岐阜 t-speed 0:39.64
5 109 荒木 敬一 岐阜 朴の木平スキークラブ 0:41.91
6 107 兀下 大輔 岐阜 高山市スキー協会 0:43.09

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 2部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 11:04
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 112 山本 信 岐阜 高山市役所 0:35.87
2 114 瀬木 智史 岐阜 高山信用金庫 0:36.79
3 116 山本 実 岐阜 高山市スキー協会 0:38.02
4 113 越智 雅樹 福井 TEAM・FUKUI・OSSAN 0:38.32
5 115 垣根 伸一郎 岐阜 垣根ファーム 0:40.56
6 117 山本 厚士 滋賀 ｍｋ滋賀 0:42.18

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ



第39回飛騨高山スキー競技大会

―岐阜県高山市岩井町―

成年男子 １部 大回転
公式成績表

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 飛騨高山大回転コース

主審 塚腰 一司
スタート地点 1357 ｍ

競技委員長 中林 季之 フィニッシュ地点 1236 ｍ
標高差 121 ｍ

コースセッター 森本 賢吉
前走－A－ 玉舎 祥
前走－B－ 藤木 俊俉
前走－C－

旗門数 24/24 スタート時間 11:07
天候 晴れ 雪質 hard
スタート/フィニッシュ気温 -12℃/－10℃
スタート/フィニッシュ雪温 －4℃/－4℃

順位 スタート 競技者
NO. 氏   名 県 名 所 属 名 時間

1 119 門谷 純 岐阜 高山市スキー協会 0:39.91

DID NOT START 1
118 竹内 太一 岐阜 斐太高校

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 笠城 広幸

2019/1/14 飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ CT-300 TIMING by ＳＥＩＫＯ


	新しいしおり

