
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 猪股　修 [長野] コース名

大松山チャンピオンコース
主審 新海　一禎 [長野] スタート地点 1641m

フィニッシュ地点 1341m
競技委員長 堀　純也 [長野] 標高差 300m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-41/88

１本目
コースセッター 山浦　秀身 [長野]
前走者 - A - 宮崎　泰輔
前走者 - B - 川原　穂乃花
前走者 - C - 徳武　真凛

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 03020519 保坂 宙 長野 城北中学校
2 03019212 河野 大峨 長野 野沢温泉中学校
3 03019272 磯崎 櫂 長野 菅平中学校
4 03017787 切久保 冬輝 長野 白馬高校
5 03018364 三原 幹 長野 地球環境高等学校
6 03019222 竹節 天太 長野 山ﾉ内中学校
7 03016411 濱野 弘大 東京 立教池袋中学校
8 03019249 髙橋 駈琉 長野 飯山城北中学校
9 03019674 権田 武蔵 栃木 宇都宮大学附属中学校

10 03019918 田村 柊陽 埼玉 さいたま市立与野西中
11 03019202 横尾 錬 長野 戸隠中学校
12 03020033 鈴木 麻生 東京 立教池袋中学校
13 03019321 手銭 利玖 長野 大町市立美麻中学校
14 03019333 石塚 心樹 茨城 手代木中学校
15 03019224 山本 洸貴 長野 山ﾉ内中学校
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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

16 03019217 伊藤 冴生 長野 川上中学校
17 03019215 国本 空良 長野 白馬中学校
18 03020153 稲葉 陽生 東京 多摩大学目黒中学校
19 03019194 輿水 遥人 長野 南牧中学校
20 03019195 新海 悠仁 長野 南牧中学校
21 03019307 一ノ本 廉 兵庫 関宮中学校
22 03019581 太田 千翔 長野 白馬中学校
23 03018945 村田 悠祐 東京 都立中央ろう学校
24 03020755 北村 優弥 神奈川 川崎市立白鳥中学校
25 03020168 西原 孝俊 東京 国立音楽大学付属中学
26 03020030 小川 竜司 東京 三鷹第一中学校
27 03019216 笹川 伸吾 長野 白馬中学校
28 03019580 田近 歩武 長野 王滝中学校
29 03019499 石井 宏多朗 群馬 水上中学校
30 03020507 富井 大作 長野 野沢温泉中学校
31 03020514 森 大和 長野 佐久長聖中学校
32 03020502 服部 壮真 長野 飯山城北中学校
33 03021311 山田 愛太 長野 白馬中学校
34 03020970 鈴木 琉生 埼玉 西武文理中学校
35 03020493 槌市 優斗 長野 大町第一中学校
36 03021385 安藤 啓人 埼玉 城北埼玉中学校
37 03019201 宮本 亘 長野 戸隠中学校
38 03020490 橋本 麗生 長野 小谷中学校
39 03020211 榎本 龍人 東京 学習院中等科
40 03020167 松本 周大 東京 成蹊中学校
41 03020492 松沢 奏音 長野 小谷中学校
42 03021303 太谷 颯吾 長野 白馬中学校
43 03020154 稲葉 隆司 東京 多摩大学目黒中学校
44 03020506 富井 大空 長野 野沢温泉中学校
45 03014955 大島 史彰 群馬 沼田中学校
46 03021791 山本 悠貴 長野 山ノ内中学校
47 03020155 亀井 勇希 東京 富士中学校
48 03022952 今井 平和 長野 立科中学校
49 03022616 五十嵐 暖 山形 鶴岡市立朝日中学校
50 03021325 鷹橋 凛太郎 東京 芝中学校
51 03021788 青木 悠翔 長野 長野日本大学中学校
52 03021752 川口 祐太朗 長野 塩尻中学校
53 03020811 中村 大能 長野 大町市立第一中学校
54 03022702 国本 廉太郎 長野 白馬中学
55 03021756 櫻井 光樹 長野 菅平中
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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 03021755 小林 桂 長野 菅平中学校
57 03019266 安本 桜太郎 長野 東御東部中学校
58 03019509 能登谷 季空 群馬 草津スキークラブ
59 03021637 井澤 颯佑 長野 飯綱中学校
60 03020973 笠井 琉雅 群馬 前橋六中学校
61 03021313 小池 海嘉 長野 塩田中学校
62 03019232 輪湖 雅治 長野 信州大学附属松本中学
63 03021854 八懸 一星 長野 大野川中学校
64 03020505 笹岡 蒼然 長野 野沢温泉中学校
65 03021760 西澤 虎冬 長野 戸隠中学校
66 03020558 齋藤 圭吾 長野 大野川中学校
67 03023743 佐藤 大介 神奈川 Zero1.JR
68 03020520 青木 琉晟 長野 長野日大附属中学
69 03019923 髙橋 侑椰 長野 栄中学校
70 03022949 吉澤 厘佑 東京 中山中学校
71 03019115 横堀 獅子丸 群馬 群大付属中
72 03020180 高橋 大夢 東京 日本橋中学校
73 03021309 丸山 武蔵 長野 白馬中学校
74 03022045 守屋 大翔 長野 仁科台中学校
75 03022948 小林 駿汰 東京 玉川中学校
76 03022565 新井 蔵人 東京 豊島区立西巣鴨中学校
77 03023231 小田切 匠汰 長野 高瀬中学校
78 03022042 笠井 達矢 長野 戸倉上山田中学校
79 03018421 鈴木 新康 山形 日大山形高等学校
80 03020535 渡辺 武郎 長野 信濃中学校
81 03021804 上野 知希 長野 屋代高校附属中学校
82 03023545 山﨑 将太郎 長野 大野川中学校
83 03019269 渋谷 航貴 長野 高山中学校
84 03022704 前田 瞬道 長野 白馬中学校
85 03020524 渡辺 友規 長野 才教学園中学校
86 03022115 丸山 瑛太 長野 高瀬中学校
87 03021795 武居 勇人 長野 木曽町中学校
88 03020307 飛山 龍ノ介 埼玉 城北埼玉中学校
89 03020512 吉澤 龍澄 長野 野沢温泉中学校
90 03022911 岸本 莞爾 長野 長野日本大学中学校
91 03020537 渡辺 直弥 長野 穂高東中学校
92 03020859 柴田 祥誠 長野 依田窪南部中学校
93 03022040 鈴木 慶至 長野 長野市立広徳中学校
94 03021803 北原 裕基 長野 茅野東部中学校
95 03023684 清水 亮我 長野 信濃小中学校
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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

96 03021768 新井 康太 長野 高山中学校
97 03022700 石﨑 旬 長野 白馬中学校
98 03022388 栖村 匠 長野 王滝中学校
99 03021800 小林 春輝 長野 穂高西中学校

100 03023976 宮﨑 翔陽 群馬 嬬恋中学校
101 03021802 赤羽 勇人 長野 信濃小中学校
102 03022650 石中 仁一郎 滋賀 志賀中学校
103 03022086 永井 友悠 群馬 高崎市大類中学校
104 03022934 小山 莉央 長野 御代田中学校
105 03024142 杉山 武尊 埼玉 新曽中学校
106 03021664 鈴木 詮基 福島 会津若松第一中学校
107 03023761 小田切 洸太 長野 山ノ内中学校
108 03022044 田井 晴海 長野 仁科台中学校
109 03023748 山田 与志希 長野 中野平中学校
110 03023198 提箸 柚宇 群馬 高崎市スキー連盟

2021-01-08 / パインビーク大松山スキー場 0049 GM3 / 4

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

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


