
小学１・２年生女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 長瀬　大護 コース名

MontDeus SL Course
主審 大森　良仁 スタート地点 1045m

フィニッシュ地点 910m
競技委員長 高原　祥吾 標高差 135m

ホモロゲーションNo. SAJ-31-SL-169/11

１本目 ２本目
コースセッター 大倉　友香 コースセッター 長瀬 大護
前走者 - A - 中村 和樹 前走者 - A - 中村 和樹
前走者 - B - 谷口 泰治 前走者 - B - 谷口 泰治
前走者 - C - 小瀬 生樹 前走者 - C - 小瀬 生樹
前走者 - D - 水上 智之 前走者 - D - 水上 智之

旗門数 53(52) スタート時間 9:30 旗門数 53(51) スタート時間 12:00
天候 くもり 雪質 ハード 天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / -1℃ スタート／フィニッシュ気温 -4.4℃ / -2℃

F=
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 1 山田　怜奈 兵庫 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:14.15 1:13.52 2:27.67
2 3 後藤　あずさ 岐阜 朴の木Ｊｒ 1:13.23 1:15.63 2:28.86
3 2 長瀬　凜華 岐阜 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 1:42.15 1:44.88 3:27.03
4 4 日野　日向詩 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 2:28.90 1:31.82 4:00.72

技術代表 長瀬　大護
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第９回  飛騨高山
キープワンカップ スラローム大会
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 回転
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小学３・４年生女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 長瀬　大護 コース名

MontDeus SL Course
主審 大森　良仁 スタート地点 1045m

フィニッシュ地点 910m
競技委員長 高原　祥吾 標高差 135m

ホモロゲーションNo. SAJ-31-SL-169/11

１本目 ２本目
コースセッター 大倉　友香 コースセッター 長瀬 大護
前走者 - A - 中村 和樹 前走者 - A - 中村 和樹
前走者 - B - 谷口 泰治 前走者 - B - 谷口 泰治
前走者 - C - 小瀬 生樹 前走者 - C - 小瀬 生樹
前走者 - D - 水上 智之 前走者 - D - 水上 智之

旗門数 53(52) スタート時間 9:30 旗門数 53(51) スタート時間 12:00
天候 くもり 雪質 ハード 天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / -1℃ スタート／フィニッシュ気温 -4.4℃ / -2℃

F=
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 19 山越　一花 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:00.57 1:10.43 2:11.00
2 16 高原　百香 岐阜 朝日ﾚｰｼﾝｸﾞＪｒ 1:07.82 1:05.57 2:13.39
3 20 小西　莉朴 静岡 朴の木Ｊｒ 1:08.58 1:13.48 2:22.06
4 17 川端　咲千絵 岐阜 ひるがのJr 1:13.39 1:13.30 2:26.69
5 18 今村　千春 岐阜 朴の木Ｊｒ 1:19.17 1:08.14 2:27.31
6 13 大森　和鼓 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:17.37 1:11.54 2:28.91
7 15 塩屋　心優 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:22.18 1:18.41 2:40.59
8 14 長瀬　栞奈 岐阜 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 1:26.85 1:30.79 2:57.64

技術代表 長瀬　大護
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第９回  飛騨高山
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小学５・６年生女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 長瀬　大護 コース名

MontDeus SL Course
主審 大森　良仁 スタート地点 1045m

フィニッシュ地点 910m
競技委員長 高原　祥吾 標高差 135m

ホモロゲーションNo. SAJ-31-SL-169/11

１本目 ２本目
コースセッター 大倉　友香 コースセッター 長瀬 大護
前走者 - A - 中村 和樹 前走者 - A - 中村 和樹
前走者 - B - 谷口 泰治 前走者 - B - 谷口 泰治
前走者 - C - 小瀬 生樹 前走者 - C - 小瀬 生樹
前走者 - D - 水上 智之 前走者 - D - 水上 智之

旗門数 53(52) スタート時間 9:30 旗門数 53(51) スタート時間 12:00
天候 くもり 雪質 ハード 天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / -1℃ スタート／フィニッシュ気温 -4.4℃ / -2℃

F=
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 56 安達　柊都季 岐阜 河合ｽｷｰJr 56.05 58.10 1:54.15
2 51 田中　美雅 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 57.16 58.44 1:55.60
3 53 大森　那菜 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 58.72 1:00.51 1:59.23
4 52 山田　真央 兵庫 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:01.33 59.85 2:01.18
5 60 鈴木　優和 愛知 朴の木Ｊｒ 1:02.13 1:06.28 2:08.41
6 59 十亀　希空 三重 朴の木Ｊｒ 1:05.67 1:07.94 2:13.61
7 57 谷口　陽向 岐阜 古川ｽｷｰJr 1:11.47 1:09.90 2:21.37
8 55 三木　杏恋 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:26.83 1:01.53 2:28.36
9 54 山根　まひる 岐阜 荘川ﾚｰｼﾝｸﾞ 1:15.33 1:17.34 2:32.67

10 58 内方　更紗 岐阜 朴の木Ｊｒ 1:55.48 1:09.75 3:05.23

技術代表 長瀬　大護
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第９回  飛騨高山
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