
成年男子Ｆ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 津島　佐智幸 コース名

安比高原スキー場カッコウコース
主審 高橋　康行 スタート地点 1133m

フィニッシュ地点 903m
競技委員長 高圓　学 標高差 230m

ホモロゲーションNo. SAJ31-GS-59/86

コースセッター 加藤　功
前走者 - A - 畠山　睦美
前走者 - B - 浅水　洸佳
前走者 - C - 大畑　征洋
前走者 - D - 齋藤　雅史

旗門数 32(30) スタート時間 11:35
天候 雪 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -6℃ / -1℃

F=1010
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

1 251 伊藤 浩 八幡平 安代ｽｷｰ協会 47.30 0.00
2 253 髙橋 洋文 花巻市 岩手東芝 47.43 2.78
3 265 関原 裕二 西和賀 西和賀町ｽｷｰ協会 48.78 31.60
4 258 田中 克弘 岩手町 雪っこｽｷｰｸﾗﾌﾞ 49.15 39.50
5 272 佐々木 浩輔 盛岡市 ﾗ･ｼｬｰﾙ 49.22 41.00
6 256 後藤 英夫 奥州市 江刺ｽｷｰ協会 49.48 46.55
7 261 土村 啓明 盛岡市 白堊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 49.49 46.76
8 280 川又 育徳 盛岡市 ﾁｰﾑN40 49.60 49.11
9 254 坪井 忠和 遠野市 遠野市ｽｷｰ協会 50.72 73.03

10 271 冨田 幸紀 奥州市 胆沢ｽｷｰ協会 51.25 84.34
11 268 及川 裕孝 北上市 ﾄﾖﾀ自動車東日本 51.41 87.76
12 263 堀切 良明 遠野市 遠野市ｽｷｰ協会 51.59 91.60
13 260 三宅 健一 金ヶ崎 雪っこｽｷｰｸﾗﾌﾞ 52.39 108.69
14 287 大木 靖 花巻市 花巻市ｽｷｰ協会 52.88 119.15
15 259 長谷川 学 紫波町 紫波町ｽｷｰ協会 53.34 128.97

2019-01-20 / 岩手県八幡平市／安比高原 GM8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第71回岩手県民体育大会スキー競技会

男子 大回転
公式成績表



成年男子Ｆ

F=1010
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

16 273 佐々木 和久 花巻市 旭ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 53.36 129.40
17 266 鈴木 徹哉 一関市 一関市ｽｷｰ協会 54.09 144.99
18 289 杉本 春二 盛岡市 玉山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 54.14 146.05
19 264 衣更着 潤 花巻市 ﾁｰﾑ早池峰 55.47 174.45
20 284 栃内 親 盛岡市 白堊ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 56.50 196.45
21 282 千葉 義明 一関市 一関市ｽｷｰ協会 56.59 198.37
22 281 小野 裕孝 盛岡市 都南ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 57.64 220.79
23 267 橘 宏実 金ヶ崎 金ヶ崎町ｽｷｰ 58.93 248.34
24 279 猪狩 達夫 奥州市 胆沢ｽｷｰ協会 1:00.19 275.24
25 269 阿部 植夫 紫波町 紫波町ｽｷｰ協会 1:00.78 287.84
26 277 佐藤 忠夫 北上市 ﾄﾖﾀ自動車東日本 1:00.99 292.32

DID NOT START 11
255 小野寺 正行 一関市 一関市ｽｷｰ協会
262 有住 実明 奥州市 胆沢ｽｷｰ協会
270 工藤 信吾 紫波町 紫波町ｽｷｰ協会
274 小野 明広 遠野市 遠野市ｽｷｰ協会
275 高金 勉 一関市 一関市ｽｷｰ協会
276 小田嶋 幸夫 金ヶ崎 金ヶ崎町ｽｷｰ
278 照井 邦弘 花巻市 花巻市ｽｷｰ協会
285 庄司 良弘 奥州市 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼ
286 田鎖 雅之 盛岡市 ｽﾉｰｳｪｰﾌﾞ
288 石川 謙一 花巻市 花巻市ｽｷｰ協会
290 平野 敏弘 奥州市 江刺ｽｷｰ協会

DID NOT FINISH 4
250 澤村 省逸 盛岡市 岩手大学教員
252 高橋 健二 西和賀 高橋大興商店
257 一絛 俊和 北上市 口内郵便局
291 澤瀬 薫 盛岡市 都南ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

DISQUALIFIED 1
283 白岩 邦夫 遠野市 遠野市ｽｷｰ協会 GATE No. 26 , ICR629.3

技術代表 津島　佐智幸 03/208/13
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