
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 湯本　寿一 [長野] コース名

大松山グランプリコース
主審 松沢　和也 [長野] スタート地点 1490m

フィニッシュ地点 1340m
競技委員長 峯村　文就 [長野] 標高差 150m

ホモロゲーションNo. SAJ31-SL-38/88

１本目
コースセッター 関　辰紀 [長野]
前走者 - A - 金田　羅生
前走者 - B - 三原　幹
前走者 - C - 磯崎　櫂

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 03021303 太谷 颯吾 長野 白馬北小学校
2 03020502 服部 壮真 長野 泉台小学校
3 03020928 大澤 俊 長野 大町市SC
4 03020811 中村 大能 長野 大町北小学校
5 03020490 橋本 麗生 長野 小谷小学校
6 03020611 縵沢 仁 長野 菅平小学校
7 03022159 石原 煌明 長野 白馬南小学校
8 03021755 小林 桂 長野 菅平小学校
9 03021309 丸山 武蔵 長野 白馬北小学校

10 03021752 川口 祐太朗 長野 塩尻西小学校
11 03021804 上野 知希 長野 上田市立豊殿小学校
12 03022650 石中 仁一郎 滋賀 木戸小学校
13 03020514 森 大和 長野 軽井沢東部小学校
14 03022115 丸山 瑛太 長野 池田小学校
15 03021308 丸山 勝太 長野 白馬北小学校
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K1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

16 03021793 下戸 柊人 長野 福島小学校
17 03020507 富井 大作 長野 野沢温泉小学校
18 03019232 輪湖 雅治 長野 松本市立梓川小学校
19 03022884 土屋 友希 長野 豊科南小学校
20 03021800 小林 春輝 長野 穂高北小学校
21 03021782 林 勇翔 長野 川上第二小学校
22 03021647 鈴木 辰太 長野 菅平小学校
23 03021791 山本 悠貴 長野 山ﾉ内東小学校
24 03020563 伊東 慧 長野 上田北小学校
25 03020506 富井 大空 長野 野沢温泉小学校
26 03020519 保坂 宙 長野 中野小学校
27 03021760 西澤 虎冬 長野 戸隠小学校
28 03022702 国本 廉太郎 長野 白馬北小学校
29 03019563 石川 颯真 神奈川 横須賀雪友ｸﾗﾌﾞ
30 03020493 槌市 優斗 長野 大町北小学校
31 03020520 青木 琉晟 長野 山ﾉ内西小学校
32 03021783 田口 陽都 長野 川上第二小学校
33 03022952 今井 平和 長野 立科小学校
34 03021779 森 一朝 長野 野沢温泉小学校
35 03021306 藤本 真伎 長野 白馬北小学校
36 03021795 武居 勇人 長野 福島小学校
37 03021788 青木 悠翔 長野 山ﾉ内東小学校
38 03020492 松沢 奏音 長野 小谷小学校
39 03021799 大津山 光 長野 御代田南小学校
40 03020505 笹岡 蒼然 長野 野沢温泉小学校
41 03021311 山田 愛太 長野 白馬北小学校
42 03020970 鈴木 琉生 埼玉 ﾘﾍﾞﾙﾀSC
43 03021758 徳武 志郎 長野 戸隠小学校
44 03021756 櫻井 光樹 長野 菅平小学校
45 03020512 吉澤 龍澄 長野 野沢温泉小学校
46 03020472 森 尊 新潟 妙高高原南小学校
47 03022160 山下 ろうじ 長野 白馬南小学校
48 03021751 櫻井 健 長野 軽井沢中部小学校
49 03020513 関野 佑平 長野 軽井沢東部小学校
50 03020524 渡辺 友規 長野 才教学園小学校
51 03020535 渡辺 武郎 長野 信濃町立信濃小中学校
52 03022045 守屋 大翔 長野 大町東小学校
53 03022043 柄澤 孝太 長野 大町東小学校

2019-03-09 / パインビーク大松山スキー場 0244 SM3 / 2

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

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

2019ﾏｯｸｱｰｽﾊﾟｲﾝﾋﾞｰｸｶｯﾌﾟ
 長野県ユース選手権大会


