
公 式 成 績 表

GOノ原コース名

セッター

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-
-E-

高野 宏太
山本 亮
宮本 雄一郎
あさひ
曽根 大地

-F-
-G-
-H-
-I-

北澤 篤志
金沢 誠司
中川 吉丈
豊島 進

------------------- ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------ １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

公認No

(前走者)[山梨]
[筑波]
[千葉]
[新潟]
[東京]
[新潟]
[新潟]
[新潟]
[新潟]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪 質

旗門数 14(14)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天 候
雪 質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天 候

開始時間 09:06
10:45 終了時間

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

荒谷 紀子 新潟大学5年1 202 26.51189903000202
中村 美咲 筑波大学op年2 252 26.83189903000252
公平 妹亜 群馬大学4年3 211 26.92189903000211
川島 圭 群馬大学3年4 203 27.01189903000203
伊藤 かおり 富山大学5年5 216 28.00189903000216
内田 美帆 群馬大学4年6 227 28.03189903000227
加藤 舞 群馬大学4年7 218 28.08189903000218
加藤 眞帆 新潟大学6年8 206 28.62189903000206
遠藤 麻已子 富山大学6年9 204 28.65189903000204
柿原 さや子 福井大学1年10 217 28.82189903000217
呉竹 七恵 金沢大学3 op年11 209 29.54189903000209
山田 愛 新潟大学3年12 234 29.58189903000234
岩本 依子 福井大学4年13 212 29.65189903000212
野原 瑛理 信州大学2年14 207 29.76189903000207
砂生 奈那美 群馬大学3年15 232 30.24189903000232

十医大GS

大回転 - 女子 -
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Offcial Time By SEIKO CT-400 2013/12/29 / 菅平高原9004



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

大河内 咲波 筑波大学4年16 214 30.35189903000214
牧村 美穂 富山大学op年17 228 30.38189903000228
小土井 佳美 東京大学1年18 210 30.58189903000210
松澤 葉純 金沢大学2 op年19 219 30.61189903000219
小池 優衣 山梨大学4年20 208 31.60189903000208
佐賀 万里奈 山梨大学3年21 220 32.11189903000220
倉持 美佐子 新潟大学6年22 222 32.24189903000222
南義 小百合 新潟大学3年23 225 32.82189903000225
加賀屋 菜々 筑波大学3年24 215 33.53189903000215
立花 杏友 富山大学1年25 213 33.65189903000213
原 昇子 千葉大学2年26 205 35.06189903000205
益子 櫻 富山大学op年27 231 35.21189903000231
井上 祐美加 筑波大学2年28 230 35.62189903000230
三木 彩奈 千葉大学1年29 236 36.03189903000236
熊谷 有里子 新潟大学1年30 237 36.76189903000237
四十竹 麗 筑波大学1年31 247 36.95189903000247
拜司 さやか 千葉大学1年32 223 36.99189903000223
植松 明日香 山梨大学2年33 233 37.17189903000233
馬塲 夏未 山梨大学2年34 226 37.20189903000226
高見澤 咲 新潟大学1年35 242 37.51189903000242
中本 博美 筑波大学1年36 248 38.01189903000248
阿部 菜緒 山梨大学1年37 241 38.76189903000241
岡本 明美 山梨大学2年38 238 41.01189903000238
岸野 愛子 千葉大学1年39 243 43.16189903000243
青藤 恵子 山梨大学1年40 250 43.53189903000250
富岡 優理恵 千葉大学1年41 235 45.23189903000235
土屋 杏奈 千葉大学1年42 224 45.50189903000224
水野 悠里 新潟大学1年43 245 45.91189903000245
清水 咲樹 山梨大学1年44 249 46.75189903000249
登内 紗英子 千葉大学1年45 244 49.82189903000244
日高 結衣 筑波大学op年46 251 51.47189903000251
畑 侑希 信州大学1年47 221 1:00.43189903000221
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START [1st RUN] 7
大沢 香奈 信州大学4年201 DS189903000201
澤田 幸穂 筑波大学op年229 DS189903000229
藤井 聡子 筑波大学3年239 DS189903000239
杉山 園子 筑波大学op年240 DS189903000240
大畠 仁奈 山梨大学1年246 DS189903000246
鶴薗 優理恵 山梨大学1年253 DS189903000253
三浦 優子 山梨大学5年254 DS189903000254

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0
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公 式 成 績 表

GOノ原コース名

セッター

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-
-E-

高野 宏太
山本 亮
宮本 雄一郎
あさひ
曽根 大地

-F-
-G-
-H-
-I-

北澤 篤志
金沢 誠司
中川 吉丈
豊島 進

------------------- ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------ １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

公認No

(前走者)[山梨]
[筑波]
[千葉]
[新潟]
[東京]
[新潟]
[新潟]
[新潟]
[新潟]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪 質

旗門数 14(14)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天 候
雪 質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天 候

開始時間 09:50
10:45 終了時間

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

佐藤 徹 福井大学２op年1 22 24.78189903000022
栗原 脩 富山大学2年2 17 24.86189903000017
吉野 望 新潟大学4年3 5 25.09189903000005
大平 直也 福井大学３op年4 41 25.48189903000041
吉池 奏人 信州大学2年5 13 25.50189903000013
倉橋 果南 筑波大学5年6 12 25.53189903000012
江尻 純一 富山大学op年7 71 25.55189903000071
松嶋 竜太郎 福井大学3年8 23 25.78189903000023
坂上 仁 新潟大学4年9 6 25.80189903000006
清水 圭太 新潟大学2年10 11 25.88189903000011
下山 京一郎 福井大学6年11 1 25.92189903000001
狩野 智洋 富山大学6年12 28 26.08189903000028
澤井 晨 筑波大学op年13 19 26.29189903000019
牛久保 陸生 群馬大学2年14 30 26.35189903000030
竹石 惇樹 新潟大学3年15 7 26.38189903000007

十医大GS
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

石坂 悠介 筑波大学op年16 62 26.54189903000062
根井 仁平 新潟大学2年17 34 26.61189903000034
成瀬 和久 山梨大学5年18 8 26.64189903000008
川崎 裕正 群馬大学4年19 33 26.75189903000033
本多 正樹 山梨大学4年21 26.75189903000021
板谷 芳輝 信州大学1年21 109 26.76189903000109
石川 文徳 群馬大学5年22 51 26.80189903000051
恩田 啓吾 新潟大学6年23 4 26.82189903000004
植田 泰 新潟大学4年24 2 26.91189903000002
石田 智憲 金沢大学4年25 38 26.93189903000038
丹羽 佑輔 千葉大学6年26 36 26.94189903000036
高見 健 信州大学3年27 31 26.98189903000031
内田 瞬 千葉大学5年28 18 27.05189903000018
青木 周平 群馬大学5年29 10 27.06189903000010
瀧澤 竜太郎 筑波大学6年30 26 27.34189903000026
大沼 貴哉 新潟大学2年31 29 27.39189903000029
金森 敬彦 千葉大学6年32 54 27.56189903000054
右田 昌平 群馬大学4年33 14 27.61189903000014
堀内 辰也 山梨大学5年34 24 27.62189903000024
武蔵 尭志 群馬大学2年35 48 27.65189903000048
中川 翔太 筑波大学4年36 9 27.85189903000009
永井 啓太 筑波大学4年37 37 27.88189903000037
泉水 康洋 金沢大学4年38 20 27.89189903000020
林 佑紀 千葉大学3年39 27 28.03189903000027
東野 将史 群馬大学3op年40 80 28.18189903000080
中野 峻平 千葉大学2年41 45 28.26189903000045
寺嶋 大貴 金沢大学3年42 25 28.27189903000025
土屋 智章 山梨大学3年43 57 28.29189903000057
毛利 尚暉 信州大学2年44 49 28.39189903000049
和田 有司 富山大学op年45 64 28.41189903000064
高橋 拓也 金沢大学2 op年46 100 28.42189903000100
島村 壮 山梨大学3年47 39 28.54189903000039
安藤 涼太 山梨大学3年48 74 28.59189903000074
川西 朗弥 千葉大学1年49 83 28.78189903000083
芝原 史記 金沢大学3年43 28.78189903000043
清水 大輔 富山大学op年51 46 28.86189903000046
広野 翔太 富山大学op年52 53 29.08189903000053
岩村 晃 福井大学3年53 75 29.14189903000075
池田 耀介 千葉大学3年54 72 29.23189903000072
杉原 新 富山大学op年55 35 29.53189903000035
田中 良明 福井大学5年56 58 29.60189903000058
藤井 文彰 信州大学2年57 50 29.70189903000050
柿沼 康平 千葉大学4年58 78 29.71189903000078
猪俣 裕樹 信州大学3年59 32 29.75189903000032

十医大GS

大回転 - 男子 -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

生駒 一平 金沢大学2年60 73 29.92189903000073
小佐井 孝彰 山梨大学3年61 60 30.07189903000060
瀧本 篤弥 金沢大学3年62 56 30.41189903000056
過外 真隆 金沢大学2年63 84 30.44189903000084
城 宏彰 福井大学2年64 59 30.80189903000059
及川 亮 筑波大学2年65 44 30.96189903000044
坂本 拓也 信州大学1年66 90 31.10189903000090
高野 祥一 新潟大学1年67 70 31.51189903000070
飯島 一祥 新潟大学1年68 47 31.56189903000047
小谷 将太 金沢大学2年69 77 31.86189903000077
平林 瞭 信州大学2年70 67 31.98189903000067
河合 慈 金沢大学1年71 95 32.01189903000095
木本 和希 信州大学1年72 82 32.03189903000082
鈴木 渉 新潟大学1年73 65 32.17189903000065
山田 昂平 山梨大学2年74 76 32.29189903000076
西川 侑成 千葉大学1年75 99 32.53189903000099
中村 俊介 千葉大学1年76 88 32.64189903000088
川野辺 悠希 群馬大学1年77 66 33.37189903000066
佐藤 成樹 金沢大学2年78 61 33.77189903000061
川浪 孝介 新潟大学3年79 15 34.05189903000015
平川 高広 信州大学2年80 68 34.44189903000068
中社 泰雅 金沢大学1年81 87 34.45189903000087
福島 崇仁 新潟大学1年82 79 35.93189903000079
下 優太郎 金沢大学1年83 92 36.72189903000092
後藤 大樹 山梨大学1年84 94 36.78189903000094
片山 隼人 信州大学1年85 98 36.94189903000098
山本 竜星 信州大学1年86 81 38.00189903000081
加々見 陽平 山梨大学1年87 93 38.63189903000093
関山 拓郎 山梨大学1年88 101 38.85189903000101
入江 光太郎 新潟大学1年89 52 38.99189903000052
岡田 和樹 信州大学1年90 97 43.15189903000097
藤谷 誠 千葉大学1年91 96 43.94189903000096
藤原 弘大 山梨大学1年92 106 44.08189903000106
伊藤 雅弘 信州大学1年93 89 52.08189903000089
岡安 慶太 千葉大学2年94 63 1:39.04189903000063

十医大GS

大回転 - 男子 -

3 Page

Offcial Time By SEIKO CT-400 2013/12/29 / 菅平高原9004



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START [1st RUN] 13
堀川 輝斗 山梨大学4年3 DS189903000003
高木 翔太 東京大学4年16 DS189903000016
樋口 亮 福井大学2年40 DS189903000040
西出 亮 山梨大学2年42 DS189903000042
岩崎 竜也 群馬大学4年69 DS189903000069
松浦 航 山梨大学 2OP年85 DS189903000085
荒谷 一磨 山梨大学1年86 DS189903000086
西石垣 誠友 千葉大学1年91 DS189903000091
田村 平多 山梨大学1年102 DS189903000102
岡田 晃宏 千葉大学1年103 DS189903000103
早川 直希 信州大学1年104 DS189903000104
申 俊利 信州大学1年105 DS189903000105
縣 知優 信州大学1年108 DS189903000108

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 2
針替 研太 筑波大学2年55 GATE No 6189903000055
小林 栄樹 山梨大学 1OP ・107 D189903000107

十医大GS

大回転 - 男子 -

4 Page
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技術代表
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公 式 成 績 表

GOノ原コース名

セッター

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-
-E-

高野 宏太
山本 亮
宮本 雄一郎
あさひ
曽根 大地

-F-
-G-
-H-
-I-

北澤 篤志
金沢 誠司
中川 吉丈
豊島 進

------------------- ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------ １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

公認No

(前走者)[山梨]
[筑波]
[千葉]
[新潟]
[東京]
[新潟]
[新潟]
[新潟]
[新潟]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪 質

旗門数 14(14)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天 候
雪 質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天 候

開始時間 11:35
11:50 終了時間

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

柿原 さや子 福井大学1年1 116 30.03189903000116
小土井 佳美 東京大学1年2 114 30.56189903000114
呉竹 七恵 金沢大学3 op年3 117 30.85189903000117
益子 櫻 富山大学op年4 124 33.42189903000124
立花 杏友 富山大学1年5 111 33.80189903000111
中本 博美 筑波大学1年6 127 36.12189903000127
拜司 さやか 千葉大学1年7 115 36.67189903000115
四十竹 麗 筑波大学1年8 121 37.19189903000121
阿部 菜緒 山梨大学1年9 119 38.88189903000119
高見澤 咲 新潟大学1年10 123 39.30189903000123
熊谷 有里子 新潟大学1年11 113 39.57189903000113
畑 侑希 信州大学1年12 112 40.30189903000112
三木 彩奈 千葉大学1年13 130 42.67189903000130
水野 悠里 新潟大学1年14 125 43.23189903000125
富岡 優理恵 千葉大学1年15 126 43.30189903000126

十医大GS

大回転 - 女子新人戦 -
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

岸野 愛子 千葉大学1年16 132 43.62189903000132
登内 紗英子 千葉大学1年17 133 44.62189903000133
清水 咲樹 山梨大学1年18 128 47.31189903000128
日高 結衣 筑波大学op年19 118 51.41189903000118
土屋 杏奈 千葉大学1年20 122 54.88189903000122

十医大GS

大回転 - 女子新人戦 -

2 Page

Offcial Time By SEIKO CT-400 2013/12/29 / 菅平高原9004



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START [1st RUN] 2
大畠 仁奈 山梨大学1年120 DS189903000120
鶴薗 優理恵 山梨大学1年131 DS189903000131

DID NOT FINISH [1st RUN] 1
青藤 恵子 山梨大学1年129 DF189903000129

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

十医大GS

大回転 - 女子新人戦 -

3 Page

Offcial Time By SEIKO CT-400 2013/12/29 / 菅平高原

技術代表

9004



公 式 成 績 表

GOノ原コース名

セッター

(前走者) -A-
-B-
-C-
-D-
-E-

高野 宏太
山本 亮
宮本 雄一郎
あさひ
曽根 大地

-F-
-G-
-H-
-I-

北澤 篤志
金沢 誠司
中川 吉丈
豊島 進

------------------- ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

------------------ １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

公認No

(前走者)[山梨]
[筑波]
[千葉]
[新潟]
[東京]
[新潟]
[新潟]
[新潟]
[新潟]

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

ｍ
ｍ
ｍ

雪 質

旗門数 14(14)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天 候
雪 質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天 候

開始時間 11:50
12:20
 

終了時間
開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

板谷 芳輝 信州大学1年1 162 26.39189903000162
大平 直也 福井大学３op年2 152 26.79189903000152
川西 朗弥 千葉大学1年3 158 28.50189903000158
清水 大輔 富山大学op年4 159 28.64189903000159
坂本 拓也 信州大学1年5 171 30.09189903000171
飯島 一祥 新潟大学1年6 154 30.57189903000154
過外 真隆 金沢大学2年151 30.57189903000151
杉原 新 富山大学op年8 160 30.65189903000160
高野 祥一 新潟大学1年9 178 30.73189903000178
西川 侑成 千葉大学1年10 181 30.90189903000181
中村 俊介 千葉大学1年11 161 30.94189903000161
河合 慈 金沢大学1年12 166 32.02189903000166
鈴木 渉 新潟大学1年13 176 32.09189903000176
小林 栄樹 山梨大学1 OP年14 175 32.24189903000175
石坂 悠介 筑波大学1op年15 153 32.98189903000153

十医大GS

大回転 - 男子新人戦 -

1 Page

Offcial Time By SEIKO CT-400 2013/12/29 / 菅平高原9004



順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

川野辺 悠希 群馬大学1年16 155 33.45189903000155
木本 和希 信州大学1年17 188 33.51189903000188
中社 泰雅 金沢大学1年18 167 33.54189903000167
後藤 大樹 山梨大学1年19 170 35.60189903000170
下 優太郎 金沢大学1年20 177 35.81189903000177
片山 隼人 信州大学1年21 187 37.29189903000187
入江 光太郎 新潟大学1年22 165 38.30189903000165
加々見 陽平 山梨大学1年23 163 39.21189903000163
福島 崇仁 新潟大学1年24 185 39.30189903000185
岡田 和樹 信州大学1年25 190 41.56189903000190
山本 竜星 信州大学1年26 174 41.72189903000174
伊藤 雅弘 信州大学1年27 157 42.67189903000157
藤原 弘大 山梨大学1年28 186 44.74189903000186
藤谷 誠 千葉大学1年29 173 45.86189903000173
北野 正剛 群馬大学1年30 164 1:00.56189903000164
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順位 競技者名 所属Bib 県名 タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄ生年ｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START [1st RUN] 8
荒谷 一磨 山梨大学1年156 DS189903000156
西石垣 誠友 千葉大学1年172 DS189903000172
関山 拓郎 山梨大学1年179 DS189903000179
早川 直希 信州大学1年180 DS189903000180
岡田 晃宏 千葉大学1年182 DS189903000182
申 俊利 信州大学1年183 DS189903000183
田村 平多 山梨大学1年184 DS189903000184
縣 知優 信州大学1年189 DS189903000189

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 2
川浪 孝介 新潟大学3年168 D189903000168
町野 知輝 群馬大学1年169 GATE No 3189903000169
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