
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 山田 勇気 コース名

大松山グランプリコース
主審 徳武 勝広 スタート地点 1495.6m

フィニッシュ地点 1336.6m
競技委員長 上平 茂幸 標高差 159m

ホモロゲーションNo. SAJ28-SL-38/88

１本目
コースセッター 山本 真也
前走者 - A - 宮澤 莉央
前走者 - B - 後藤 杏奈
前走者 - C - 下条 太一

旗門数 OPEN スタート時間

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

1 03016694 小林 泰智 長野 穂高北小学校
2 03016670 戸谷 椋 長野 戸隠小学校
3 03017113 宮﨑 侑人 長野 信濃小学校
4 03016680 利部 旬悟 長野 白馬南小学校
5 03017645 宮島 碧生 長野 昭和小学校
6 03016701 大久保 宙 長野 須坂小学校
7 03016691 畔上 優希 長野 山ﾉ内西小学校
8 03016677 西原 太陽 長野 高山小学校
9 03016669 徳武 優太 長野 戸隠小学校

10 03017103 畔上 翔大郎 長野 野沢温泉小学校
11 03016700 笹岡 蒼空 長野 野沢温泉小学校
12 03016687 金沢 優大 長野 南牧南小学校
13 03016664 金田 羅生 長野 菅平小学校
14 03017102 松永 光志朗 長野 泉台小学校
15 03016695 小林 倭士 長野 穂高北小学校

2016-02-27 / パインビークオオマツスキー場 SM3 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

男子 回転
１本目スタートリスト

--------------------------------------------

第57回菅平シュナイダー記念スキー⼤会

  兼 2016⻑野県ユース選⼿権⼤会



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

16 03017109 竹節 真人 長野 山ﾉ内東小学校
17 03017111 木村 渓悟 長野 信濃小学校
18 03016686 小林 叡治 長野 滋野小学校
19 03017636 奥田 丈偉 長野 白馬北小学校
20 03016673 小畑 翔太朗 長野 上田西小学校
21 03016684 原山 尚稀 長野 山ﾉ内北小学校
22 03016656 関 憂源 長野 平岡小学校
23 03016692 成澤 和真 長野 山ﾉ内西小学校
24 03016663 久保田 創太 長野 三水第一小学校
25 03016657 猪股 陸 長野 小谷小学校
26 03016689 後藤 謙太郎 長野 塩川小学校
27 03016688 召田 積技 長野 古牧小学校
28 03017293 平田 一哲 長野 野沢温泉小学校
29 03017767 深澤 嵩晴 長野 小谷小学校
30 03017770 津野尾 広大 長野 大町東小学校
31 03018364 三原 幹 長野 菅平小学校
32 03017779 大槻 一心 長野 塩尻東小学校
33 03018464 大野 祐一郎 長野 山ﾉ内西小学校
34 03017765 石川 岳陽 長野 小谷小学校
35 03018450 小林 唯太 長野 山ﾉ内東小学校
36 03018467 長谷川 耀 長野 白馬南小学校
37 03018367 平瀬 慶 長野 飯山小学校
38 03017772 大日方 義宗 長野 戸隠小学校
39 03017782 武村 勇飛 長野 山ﾉ内北小学校
40 03017788 西村 桔坪 長野 白馬北小学校
41 03019057 松沢 拓空 長野 小谷小学校
42 03017781 服部 秋太 長野 泉台小学校
43 03018474 平井 颯馬 長野 戸狩小学校
44 03017775 長谷川 結哉 長野 戸隠小学校
45 03018469 足立 一心 長野 戸狩小学校
46 03017780 大口 颯斗 長野 泉台小学校
47 03018468 古郡 太陽 長野 白馬南小学校
48 03017790 宮田 惟吹 長野 白馬北小学校
49 03017787 切久保 冬輝 長野 白馬北小学校
50 03017795 丸田 力也 長野 上田市立清明小学校
51 03018475 金古 廉 長野 松本市SC
52 03018455 仲田 知弘 長野 信濃小学校
53 03018454 小板橋 秀之 長野 信濃小学校
54 03018453 土屋 伊吹 長野 豊科南小学校
55 03019003 中久喜 碧音 長野 上田市立東小学校
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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

56 03019092 由井 創士 長野 川上第一小学校
57 03019106 小林 晴天 長野 長門小学校
58 03017785 岡田 唯 長野 白馬北小学校
59 03016258 桑原 太陽 長野 東御東部中学校
60 03015920 吉田 晃太朗 長野 佐久長聖中学校
61 03013100 常田 真矢 長野 山ﾉ内中学校
62 03015877 今井 勢弥 長野 川上中学校
63 03015125 髙橋 良伸 長野 野沢温泉中学校
64 03015871 新村 龍司 長野 菅平中学校
65 03015919 数土 凌 長野 信大附属長野中学校
66 03015911 片桐 正太郎 長野 仁科台中学校
67 03017798 齊藤 拓夢 長野 東御東部中学校
68 03017797 唐沢 智也 長野 東御東部中学校
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