
ユースK2 男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 菊地 富士夫 [SAK] コース名
主審 吉野 隆 [SAK] ダイナミックコース
競技委員長 萩原 勇 [群馬県] 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. SAJ30-GS-163/14

１本目 ２本目
コースセッター 白沢 達夫 [SAK] コースセッター 畑井 和彦 [SAK]
前走者 - A - 萩原 大成 [群馬県] 前走者 - A - 萩原 大成 [群馬県]
前走者 - B - 大竹 澪 [群馬県] 前走者 - B - 大竹 澪 [群馬県]
前走者 - C - 三浦 一桔 [群馬県] 前走者 - C - 三浦 一桔 [群馬県]
前走者 - D - 三浦 楓生 [群馬県] 前走者 - D - 三浦 楓生 [群馬県]

前走者 - E - 横坂 直美 [群馬県]

旗門数 33(31) スタート時間 9:10 旗門数 34(32) スタート時間 12:45
天候 晴れ 雪質 ハード 天候 晴れ 雪質 ハード
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 -1℃ / 2℃

F=980.00
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

1 112 0963437 荒井 基亨 横　浜 K-Power 1:04.53 1:08.32 2:12.85 0.00
2 107 0998343 前田 海 中体連 桐蔭学園中学 1:04.48 1:09.33 2:13.81 7.08
3 113 0998380 寺上 大樹 中体連 桐蔭学園中学 1:14.53 1:19.61 2:34.14 157.05
4 114 0998371 猪俣 丈 中体連 桐蔭学園中学 1:14.25 1:23.56 2:37.81 184.12

DID NOT START [1st RUN] 1
108 0983096 水野 秀春 厚　木 厚木スキークラブ

DID NOT FINISH [1st RUN] 1
109 0991849 奥仲 柊 横　浜 バディーＳＣ

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

NOT PERM. TO START [1st RUN] 0
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F=980.00
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] 4
110 1001781 堀江 宥豪 中体連 関東学院中学
111 0957494 荻原 洸大 相模原 ニコニコエンジョイＳ
115 0998381 福田 宗眞 中体連 桐蔭学園中学
116 0957497 二ノ宮 陸 相模原 スキークラブカメ

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

NOT PERM. TO START [2nd RUN] 0

技術代表 菊地 富士夫 [SAK] 
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