
少年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 菊地 富士夫 [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 大竹 凜 [群　馬] スタート地点 1392m

フィニッシュ地点 1134m
標高差 258m
全長 937m
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. SAJ05-GS-65/93

コースセッター 田口 龍二 [群　馬]
前走者 - A - ほしの ゆうせい [群　馬]
前走者 - B - はぎわら ゆな [群　馬]
前走者 - C - よしだ たくま [神奈川]
前走者 - D - おかもと こうき [神奈川]
前走者 - E - かわしま ゆうや [神奈川]

旗門数 36(34) スタート時間 11:30
天候 くもり 雪質 ハード
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 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 94 0983415 高本 大地 高体連 法政第二高校 * 58.51 0.00
2 96 1003824 松原 健 高体連 桐蔭中教高校 * 59.85 23.13
3 88 0994690 蛭川 恒 高体連 慶應義塾高校 * 59.97 25.20
4 100 1021107 中村 拓真 高体連 桐光学園高校 * 1:00.31 31.07
5 92 1021072 岡本 拓巳 高体連 桐蔭中教高校 * 1:01.84 57.48
6 91 1021102 青木 寛司 高体連 桐光学園高校 * 1:03.26 81.99
7 98 0998575 石川 颯真 高体連 関東学院六浦高校 * 1:03.97 94.25
8 87 1039224 伊藤 誓太 高体連 慶應義塾高校 * 1:06.67 140.86
9 89 1040352 佐野 太一 中体連 関東学院六浦中学 * 1:07.80 160.36

10 93 1005107 髙橋 門土 高体連 法政第二高校 * 1:11.27 220.26
11 95 1010861 矢口 琢麿 高体連 桐蔭学園高校 * 1:14.26 271.88
12 90 1021073 岩本 典之 高体連 桐光学園高校 * 1:14.58 277.40
13 111 1021075 石井 幸輝 高体連 桐光学園高校 * 1:16.01 302.09
14 109 1032163 新井 翔 中体連 桐光学園中学 * 1:16.96 318.48
15 99 1039111 石本 圭 高体連 法政第二高校 * 1:18.60 346.79
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F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

16 112 1048716 千賀 麟太郎 高体連 慶應義塾高校 * 1:25.18 460.38
17 108 1048720 田代 統悟 高体連 慶應義塾高校 * 1:25.25 461.59
18 115 1048710 水谷 仁 高体連 慶應義塾高校 * 1:25.96 473.84
19 110 1021071 松澤 知孝 高体連 桐蔭学園高校 1:28.90 524.59
20 104 1048713 齋藤 遼青 高体連 慶應義塾高校 * 1:31.52 569.82
21 114 1048718 髙橋 洋航 高体連 慶應義塾高校 * 1:35.34 635.76
22 106 1048712 大嶋 優翔 高体連 慶應義塾高校 * 1:36.23 651.12

DID NOT START 3
102 1048721 入交 隼 高体連 慶應義塾高校 *
107 1002247 福岡 環 横　浜 バディスキークラブ *
116 3020409 福岡 留圭 高体連 関東学院六浦高校 *

DID NOT FINISH 5
97 1013295 橘 悠真 高体連 関東学院六浦高校 *

101 1010860 正西 賢将 高体連 桐蔭学園高校 *
103 1035930 仲里 航 高体連 慶應湘南藤沢高校 *
105 1039221 手塚 士惟 高体連 慶應義塾高校 *
113 1048715 吉田 尚志 高体連 慶應義塾高校 *

DISQUALIFIED 0

NOT P. START 0

技術代表 菊地 富士夫 [神奈川] 
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