
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 佐藤 茂之 [SAK] コース名
主審 菊地 富士夫 [SAK] ファースト・セカンドコース
競技委員長 中田 圭 [SAK] スタート地点 1520m

フィニッシュ地点 1360m
標高差 160m
全長 680m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%
ホモロゲーションNo. SAJ30-SL-02/12

１本目
コースセッター 平賀 淳人 [SAK]

旗門数 35(34) スタート時間 9:00

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

81 0149574 北寒寺 暁 藤　沢 いすゞ藤沢スキー部
82 0940057 安倍 信吉 川　崎 三菱ふそうスキー部
83 0889275 田中 公文 逗 子 ショーナン・キッズ
84 0051114 三浦 創 厚　木 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽ
85 0087907 大山 一浩 秦　野 日立ＥＳＤスキークラ
86 0986363 岡村 一彦 厚　木 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽ
87 0874368 恩田 真也 相模原 スキークラブ・カメ
88 0998575 石川 颯真 高体連 高体連スキー部Ａ
89 0923769 石田 俊宏 小田原 神奈川雪友スキークラ
90 0959956 安達 一斗 川　崎 東芝スキークラブ
91 0915175 岡田 千臣 川　崎 東芝スキークラブ
92 0061030 小黒 龍児 藤　沢 いすゞ藤沢スキー部
93 0070448 森下 幸司 川　崎 いすゞ藤沢スキー部
94 1021107 中村 拓真 高体連 高体連スキー部Ａ
95 0986364 堀江 秀樹 厚　木 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽ
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男子 回転

１本目スタートリスト
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

96 1035932 塚田 悠生 高体連 高体連スキー部Ａ
97 03020757 松原 健 高体連 高体連スキー部Ａ
98 1021102 青木 寛司 高体連 高体連スキー部Ａ
99 1039368 藤本 英 高体連 成城学園（東京都中体

100 1039392 郷 晴成 高体連 成城学園（東京都中体
101 1039780 佐々木 克典 他 軽井沢スキークラブ　
102 0995754 花岡 正智 東 京 石井スポーツスキーク
103 0000000 岡本 拓巳 高体連 高体連スキー部Ａ
104 0000000 内海 千春 他
105 0000000 西原 駿介 東 京
106 0999899 磯田 雄大 東 京
107 1004787 笈川 悠 高体連 成城学園（東京都高体
108 福岡 留圭 関東学院六浦高等学校
109 1042949 董 文道 高体連 成城学園（東京都中体
110 1050338 岡本 昂己 逗 子 ショーナン・キッズ
111 1033119 山本 恵太 高体連 成城学園（東京都高体
112 1013295 橘 悠真 横浜市 横浜ペガサスＳＣ
113 1049746 佐藤 将信 高体連 成城学園（東京都中体
114 1039364 山田 真寛 高体連 成城学園（東京都中体
115 1026329 栂野 僚 横浜市 慶應大学ラシャールSC
116 1004786 新井 優太郎 高体連 成城学園（東京都高体
117 1004790 守屋 澄加 高体連 成城学園（東京都高体
118 1021073 岩本 典之 高体連 高体連スキー部Ａ
119 0018607 遠藤 知孝 川　崎 その他
120 1039393 薩川 将 高体連 成城学園（東京都中体
121 0000000 小田切 漱佑 所属な ACS international
122 1021075 石井 幸輝 高体連 高体連スキー部Ａ
123 1033111 細田 璃人 高体連 成城学園（東京都中体
124 1039365 横田 穣太朗 高体連 成城学園（東京都中体
125 0952799 朝山 慈之 川　崎 ＺＥＲＯ．１　ＪＲ
126 0991843 皆川 真潤 高体連 成城学園（東京都高体
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