
成年男子Ｂ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 村田　津南雄 コース名

安比高原ｽｷｰ場ｶｯｺｰｺｰｽ
主審 高橋　康行 スタート地点 1183m

フィニッシュ地点 903m
競技委員長 津島　佐智幸 標高差 280m

ホモロゲーションNo. SAJ25-GS-59/86

コースセッター 三浦　千晴
前走者 - A - 中野　慎詞
前走者 - B - 佐藤　史佳
前走者 - C - 三ヶ田　彩乃
前走者 - D - 松田　大雅
前走者 - E - 吉田　海夢

旗門数 41(37) スタート時間 12:50
天候 雪 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -7℃ / -7℃

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 市町村 所　属　名 ポイント

1 163 小田島 敦 八幡平 松尾スキー 1:04.46 0.00
1 162 岡森 篤 雫石町 雫石町役場 1:04.46 0.00
3 182 尾田川 啓治 一戸町 一戸町スキー 1:05.30 11.60
3 167 高橋 知秀 北上市 ﾄﾖﾀ自動車東日本 1:05.30 11.60
5 161 大沼 賢志 一戸町 一戸町スキー 1:06.59 29.41
6 166 熊谷 幸也 盛岡市 盛岡アルペン 1:07.43 41.01
7 168 末峰 肇 盛岡市 白亜SC 1:07.78 45.84
8 158 澤口 雅実 一戸町 一戸町スキー 1:07.83 46.53
9 170 石山 淳 北上市 ヤマト運輸 1:07.98 48.60

10 157 尾形 大輔 釜石市 釜石市スキー 1:08.69 58.40
11 169 工藤 宏 北上市 アイシン東北 1:09.64 71.52
12 160 堀内 元貴 盛岡市 ICI盛岡SC 1:10.12 78.15
13 171 佐藤 俊平 雫石町 岩手しいの木会 1:12.05 104.80
14 172 白澤 陽宏 矢巾町 矢巾町スキー 1:14.67 140.97
15 174 川守田 智 盛岡市 JR盛岡SC 1:15.00 145.53
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公式成績表

第65回岩手県民体育大会スキー競技会

男子 大回転



成年男子Ｂ

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 市町村 所　属　名 ポイント

DID NOT START 12
159 三浦 千晴 一関市 一関市スキー
164 成田 和也 盛岡市 岩手医大スキー部
165 阿部 真也 盛岡市 JR盛岡SC
173 笹田 恵介 雫石町 JA共済連岩手
175 川底 将輝 一戸町 一戸町スキー
176 工藤 定史 岩泉町 岩泉町スキー
177 岩沼 聡一朗 大船渡 大船渡市スキー
178 角舘 克明 矢巾町 矢巾町スキー
179 工藤 玄太 八幡平 安代スキー
180 相原 幸二 雫石町 盛岡石油㈱
181 横澤 一真 紫波町 紫波町スキー
183 菊池 輝 遠野市 遠野市スキー

DID NOT FINISH 1
184 鈴木 賢司 盛岡市 玉山SC

DISQUALIFIED 0

技術代表 村田　津南雄 03/055/91
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