
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 [神奈川] ダイナミックコース
競技委員長 羽田 [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. SAJ04-GS-65/93

１本目 ２本目
コースセッター 吉野　隆 [神奈川] コースセッター 菊地　富士夫 [神奈川]
前走者 - A - ほしの　しゅうと [群　馬] 前走者 - A - ほしの　しゅうと [群　馬]
前走者 - B - なかむら　かずみ [群　馬] 前走者 - B - なかむら　かずみ [群　馬]
前走者 - C - ほしの　ゆうせい [群　馬] 前走者 - C - ほしの　ゆうせい [群　馬]
前走者 - D - おおしま　はやと [群　馬] 前走者 - D - おおしま　はやと [群　馬]
前走者 - E - しおいり　かずや [長　野] 前走者 - E - しおいり　かずや [長　野]
前走者 - F - かさはら　そうま [群　馬] 前走者 - F - かさはら　そうま [群　馬]

旗門数 36(34) スタート時間 11:10 旗門数 38(37) スタート時間 14:30
天候 雪 雪質 ミディアム 天候 くもり 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 -4℃ / -1℃ スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / 0℃

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

1 169 0964925 山田 大雅 学　連 慶應義塾體育會ｽｷｰ部 1:00.52 1:05.55 2:06.07 0.00
2 168 0967936 村越 公平 神奈川 大和市 1:01.32 1:07.57 2:08.89 22.59
3 146 0942090 杉本 啓典 学　連 神奈川大学 1:03.95 1:08.74 2:12.69 53.04
4 105 3018222 星加 伊織 川　崎 ウィ！！スキークラブ * 1:05.54 1:10.93 2:16.47 83.32
5 144 1039453 内村 陽太 横　浜 フェスクスキークラブ 1:06.00 1:11.91 2:17.91 94.86
6 147 1033017 市川 貴道 学　連 金沢大学体育会ｽｷｰ部 * 1:09.39 1:16.96 2:26.35 162.47

DID NOT START [1st RUN] 2
71 0963408 坂本 嵐士 横　浜 K-Power *

142 0790011 青木 佑介 神奈川 横浜市

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

2022-01-15 / 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８０回神奈川県スキー選手権大会

兼 第２３回神奈川県ジュニアスキー大会

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

NOT P. START [1st RUN] 0

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] 

2022-01-15 / 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２３回神奈川県ジュニアスキー大会

スノーパーク尾瀬戸倉

第８０回神奈川県スキー選手権大会


