
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 富井　剛志 [長野] コース名

チャンピオンBコース（GS）
主審 根津　和博 [新潟] スタート地点 1229m

フィニッシュ地点 960m
競技委員長 山浦  悟 [新潟] 標高差 269m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-45/97

１本目
コースセッター 小野塚　和生 [新潟]

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

121 03018761 芦本 孝太 新潟 関根学園高校
122 03021159 曽利 海舟 広島 庄原SC
123 03021739 齊木 陵太 新潟 糸魚川中学校
124 03019378 杉田 開斗 新潟 湯沢中学校
125 03019712 峰村 知宏 新潟 妙高高原中学校
126 03019176 大橋 蔵人 新潟 小千谷中学校
127 03024343 ベルフォード 季永 新潟 湯沢中学校
128 03021066 高橋 陸都 新潟 湯之谷中学校
129 03021061 内田 桜太郎 新潟 妙高高原中学校
130 03019830 森山 太雅 新潟 旭岡中学校
131 03020735 腰越 温歩 新潟 塩沢中学校
132 03020456 山浦 竜斗 新潟 妙高高原中学校
133 03020168 西原 孝俊 東京 国立音楽大学付属中学
134 03020239 佐々木 健佑 島根 湖南中学校
135 03019825 上村 千春 新潟 湯之谷中学校
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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 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

136 03020472 森 尊 新潟 妙高高原中学校
137 03020458 目﨑 将吾 新潟 小千谷中学校
138 03022318 髙澤 暁斗 新潟 まつのやま学園
139 03022517 池田 利他 新潟 附属長岡中学校
140 03020455 長崎 陽 新潟 妙高高原中学校
141 03023807 松尾 颯 新潟 糸魚川中学校
142 03024143 川田 琳太郎 新潟 新潟大学付属長岡中学
143 03022170 今井 帆貴 新潟 大和中学校
144 03021565 宍戸 鉄兵 福島 いわき中央台南中学校
145 03022027 村松 琥太郎 新潟 妙高高原中学校
146 03022312 橋本 朋弥 新潟 長岡市立三島中学校
147 03022309 立山 慧 新潟 湯沢中学校
148 03021325 鷹橋 凛太郎 東京 芝中学校
149 03022029 霜鳥 一綺 新潟 妙高中学校
150 03021073 井上 暖 広島 八次中学校
151 03022980 小野寺 郁弥 福島 喜多方第二中学校
152 03024145 山賀 柊 新潟 松代中学校
153 03020840 大竹 陽太 新潟 下田中学校
154 03023935 上重 大成 新潟 小出中学校
155 03022028 川上 凌空 新潟 妙高中学校
156 03024006 長谷川 続 新潟 葵中学校
157 03023766 渡邉 清 新潟 中里中学校
158 03022384 湯田 心道 福島 田島中学校
159 03022650 石中 仁一郎 滋賀 志賀中学校
160 03024007 木村 優月 新潟 若宮中学校
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