
2018　カンダハーカップ　関東小学生スキーチャンピオン選手権
兼　南関東ブロック小学生スキーチャンピオン大会

大回転競技　　B男子

ジュリー

技術代表
主審

柴田　和浩
江川　太郎

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 片品尾瀬岩鞍GSLコース

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

1473

1223

SAJ30-GS-29/85

m

m

-A-

(32)

公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

天候

10:25

雪質

星野　巨鷹
星野　塁飛
萩原　大成

三浦　幸治

hard

33旗門数

晴

標高差 250 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 -2/0 ℃

競技委員長 入澤　茂

参加選手数  39

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目
No. 氏　名 所属 タイム地　域 時間差

1 鈴木 蒼大079 東京 ＩＣＩスキークラブ     0.0055.66

2 吉澤 厘佑078 東京 ＩＣＩスキークラブ     0.7956.45

3 藤井 駿八057 東京 カンダハー     1.5457.20

3 星野 駆音083 群馬 群馬     1.5457.20

5 新井 蔵人059 東京 ＩＣＩスキークラブ     1.5657.22

6 三賀山 嗣穏082 東京 バディ     2.0257.68

7 須藤 琉心053 東京 バディ     2.5658.22

8 三浦 一桔055 群馬 群馬     2.7658.42

9 廣田 理有080 東京 カンダハー     3.0058.66

10 高木 翔太087 東京 カンダハー     3.0758.73

11 田村 優有061 東京 ＩＣＩスキークラブ     3.4259.08

12 大塚 陽向068 東京 バディ     3.7959.45

13 黒田 義稀060 東京 カンダハー     3.8859.54

14 青山 大輝084 群馬 群馬     4.831:00.49

15 永井 真生085 群馬 群馬     5.781:01.44
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2018　カンダハーカップ　関東小学生スキーチャンピオン選手権
兼　南関東ブロック小学生スキーチャンピオン大会

大回転競技　　B男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目
No. 氏　名 所属 タイム地　域 時間差

16 尾崎 絢章056 群馬 群馬     8.611:04.27

17 吉成 龍之介052 群馬 前橋勝山小学校     8.621:04.28

18 稲葉 慶太朗062 東京 ＩＣＩスキークラブ     8.641:04.30

19 渡辺 悠斗054 東京 バディ     8.891:04.55

20 越川 照太071 群馬 淑徳小学校     9.641:05.30

21 竹田 柊晴073 東京 ＩＣＩスキークラブ    11.081:06.74

22 鈴木 啓太郎063 東京 東京    11.301:06.96

23 田邊 快斗077 群馬 群馬    11.371:07.03

24 星野 天栄066 群馬 群馬    11.501:07.16

25 荒井 祐颯089 東京 モンタナスキークラブ    11.561:07.22

26 入澤 櫂成072 群馬 駒寄小学校    12.361:08.02

27 岡崎 亮磨086 群馬 群馬    19.071:14.73

28 小林 駿汰058 東京 東京    19.631:15.29

DID NOT START  4

前田 航051 神奈川 神奈川

橋本 悠司064 東京 バディ

中山 瑛太069 東京 バディ

森 啓達076 東京 東京

DID NOT FINISH 7

松本 龍之介065 群馬 群馬

谷川 一貴067 東京 バディ

鈴木 鳳心070 東京 カンダハー

松浦 晴尚郎074 千葉 千葉

西大條 育孝075 東京 バディ

稲葉 健一郎081 神奈川 神奈川

小林 侑正088 群馬 桐生東小学校
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