
国体選考会　男子C

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 相馬　明 [千葉] コース名

大原スキー場　第一Ａコース
主審 齋藤　博之 [千葉] スタート地点 530m

フィニッシュ地点 390m
競技委員長 阿久津　昭夫 [千葉] 標高差 140m

ホモロゲーションNo. SAJ29-SL-03/12

コースセッター 相馬　明 [千葉]
前走者 - A - 熊木　恵介 [新潟]
前走者 - B - 伊佐早　生 [新潟]
前走者 - C - 古徳　絢 [千葉]
前走者 - D - 篠原　忠善 [新潟]

旗門数 23(22) スタート時間 14:00
天候 くもり 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 5℃ / 3.5℃

F=980
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 147 男C 大野　兼司 千葉 松戸市 37.71 0.00
2 145 男C 藤田  洋一 千葉 松戸市スキー連盟 38.35 16.63
3 149 男C 佐藤　祐介 千葉 パルレーシングスキー 40.13 62.89
4 151 男C 高橋　伸隆 千葉 船橋スキークラブ 40.15 63.41
5 150 男C 市川　清 千葉 船橋スキークラブ 40.36 68.87
6 144 男C 藤原　敏行 千葉 ＪＲ千葉支社スキーク 40.43 70.69
7 155 男C 秦野　将夫 千葉 野田市スキークラブ 40.91 83.16
8 143 男C 内田  博樹 千葉 ぴゅあスキークラブ 41.16 89.66
9 158 男C 嶋川　憲治 千葉 松戸市 41.33 94.08
10 156 男C 楢﨑　剛 千葉 ＪＲ千葉支社スキーク 41.37 95.12
11 163 男C 久和野  純也 千葉 柏市スキー連盟 41.58 100.57
12 161 男C 松井  正 千葉 パルレーシングスキー 41.78 105.77
13 154 男C 青木  栄太 千葉 ピティスキークラブ 41.97 110.71
14 152 男C 高橋  徳 千葉 ＮＩＣＥ 42.06 113.05
15 157 男C 福土  崇 千葉 野田市スキークラブ 44.85 185.55
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公式成績表



国体選考会　男子C

F=980
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

16 160 男C 大森　淳一 千葉 パルレーシングスキー 46.46 227.39

DID NOT START 8
141 男C 横田  昌治 千葉 流山市
142 男C 酒井　禎之 千葉 ピティスキークラブ
146 男C 金井　重明 千葉 日立習志野スキークラ
148 男C 村田　貴則 千葉 ヨシキスキークラブ
153 男C 田村　雄児 千葉 ドラゴンスキークラブ
159 男C 関　努 千葉 シュネー・シュバルベ
164 男C 大石　昌典 千葉 日立習志野スキークラ
165 男C 牧野　謙二 千葉 シュネー・シュバルベ

DID NOT FINISH 1
162 男C 新城　義将 千葉 船橋市

DISQUALIFIED 0

技術代表 相馬　明 [千葉] 

2017-01-08 / 大原スキー場/新潟 G 8 / 2

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

国体冬季スキー競技会千葉県選考会

第７２回　　


