
成年男子Ａ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田 圭 [神奈川] コース名
主審 白沢 達夫 [高体連] ダイナミックコース
競技委員長 羽田 勤 [群　馬] スタート地点 1231m

フィニッシュ地点 1134m
標高差 97m
最大斜度 47.5%
最小斜度 12.3%
平均斜度 29.8%
ホモロゲーションNo. SAJ02-GS-65/93

１本目 ２本目
コースセッター 高橋 正樹 [群　馬] コースセッター 大石 桂 [神奈川]
前走者 - A - ナカムラ カズミ [群　馬] 前走者 - A - ホシノ ショウト [群　馬]
前走者 - B - ササキ リョウト [群　馬] 前走者 - B - ナカムラ カズミ [群　馬]
前走者 - C - イシグロ アオ [群　馬] 前走者 - C - ウメザワ マナカ [群　馬]
前走者 - D - ホシノ モモコ [群　馬] 前走者 - D - ハギワラ ハズキ [群　馬]

旗門数 40(39) スタート時間 11:30 旗門数 38(35) スタート時間 13:45
天候 雪 雪質 ミディアム 天候 雪 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 -6℃ / -4℃ スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / -1℃

F=1010
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 91 0965144 石渡 健 東　京 武蔵野市 1:00.87 58.54 1:59.41 0.00
2 150 3011819 山田 大雅 学　連 慶應義塾大学 * 1:01.94 59.40 2:01.34 16.32
3 167 0967936 村越 公平 学　連 中京大学 * 1:03.03 58.94 2:01.97 21.65
4 170 0951395 島村 龍彌 学　連 日本体育大学 * 1:03.18 59.07 2:02.25 24.02
5 141 1011349 関 直道 横　浜 フェスクスキークラブ 1:12.32 1:05.83 2:18.15 158.51

DID NOT START [1st RUN] 0

DID NOT FINISH [1st RUN] 1
107 0942090 杉本 啓典 学　連 神奈川大学

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

NOT P. START [1st RUN] 0

2021-01-16 / スノーパーク尾瀬戸倉 ダイナミックコース GM8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第７９回神奈川県スキー選手権大会

兼 第２２回神奈川県ジュニアスキー大会 第１戦

スノーパーク尾瀬戸倉

男子 大回転

公式成績表



成年男子Ａ

F=1010
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

DID NOT START [2nd RUN] 0

DID NOT FINISH [2nd RUN] 0

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

NOT P. START [2nd RUN] 0

技術代表 中田 圭 [神奈川] 

2021-01-16 / スノーパーク尾瀬戸倉 ダイナミックコース GM8 / 2

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

兼 第２２回神奈川県ジュニアスキー大会 第１戦

スノーパーク尾瀬戸倉

第７９回神奈川県スキー選手権大会


