
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 切久保 豊 [SAJ] コース名

赤倉チャンピオンB・GSLコース
主審 内山 康博 [NSA] スタート地点 1229.45m

フィニッシュ地点 960.12m
競技委員長 岡山 慎太郎 [NSA] 標高差 269m

ホモロゲーションNo. SAJ02-GS-45/97

１本目
コースセッター 山浦 悟 [NSA]
前走者 - A - 高橋 知寿
前走者 - B - 弥永 奈々
前走者 - C - 藤井 守之

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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

31 03019381 峠 蓮人 六日町中学校
32 03020158 橋口 拓弥 和光市立第三中学校
33 03018042 半戸 宝良 津南中学校
34 03019825 上村 千春 湯之谷中学校
35 03019176 大橋 蔵人 小千谷中学校
36 03017144 舩戸 晴也 関根学園高校
37 03018318 飯吉 旭 三島中学校
38 03018474 平井 颯馬 飯山城北中学校
39 03020410 奈良場 優大 八海中学校
40 03019831 上村 脩太 塩沢中学校
41 03019704 柳 虎次郎 松代中学校
42 03019712 峰村 知宏 妙高高原中学校
43 03019824 井口 琉玖 小出中学校
44 03019918 田村 柊陽 さいたま市立与野西中
45 03019037 木村 颯汰 日本大学豊山中学校
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男子 大回転
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 所　属　名 時　間 時　間 時　間

46 03019830 森山 太雅 旭岡中学校
47 03019834 大平 尚生 魚沼北中学校
48 03018761 芦本 孝太 ﾏｷﾉ中学校
49 03019669 山本 恵太 関根学園高校
50 03019250 佐藤 悠 三陽中学校
51 03020817 片山 大斗 塩沢中学校
52 03021066 高橋 陸都 湯之谷中学校
53 03018274 高橋 侑也 水沢中学校
54 03019744 髙野 耕太郎 飯綱中学校
55 03019407 南雲 慎太郎 中里中学校
56 03019836 大平 陽生 魚沼北中学校
57 03020735 腰越 温歩 塩沢中学校
58 03020472 森 尊 妙高高原中学校
59 03021527 鈴木 來 会北中学校
60 03021061 内田 桜太郎 ﾗｲﾌｹｱ神戸・MRSC
61 03019572 猪股 昌矢 長岡東中学校
62 03019174 児玉 成太郎 吉田中学校
63 03021657 田中 利希 飯綱中学校
64 03020520 青木 琉晟 長野日本大学中学・高
65 03020455 長崎 陽 妙高高原中学校
66 03020396 手塚 大地 妙高中学校
67 03020456 山浦 竜斗 妙高高原中学校
68 03020840 大竹 陽太 三条SC
69 03021637 井澤 颯佑 飯綱中学校
70 03020458 目﨑 将吾 小千谷中学校
71 03021643 竹内 脩稀 浦川原中学校
72 03020484 本間 響 妙高中学校
73 03021605 倉辻 柊成 ﾗｲﾌｹｱ神戸・MRSC
74 03021121 橋口 誉 瀬田北中学校
75 03022170 今井 帆貴 大和中学校
76 03023515 宮下 大祐 妙高中学校
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