
成年男子Ｃ

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 12:32
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

1 120 3000604 伊東 雄一 雫石町 盛岡中央高校 1:05.01 0.00
2 122 竹鼻 建 八幡平 安比高原ＳＣ 1:05.13 1.64
3 130 鈴木 陽介 八幡平 安比高原ＳＣ 1:05.24 3.15
4 123 土樋 徹 雫石町 土樋パルス㈱ 1:05.54 7.26
5 121 高畑 伸也 雫石町 網張温泉ｽｷｰ場 1:06.20 16.29
6 129 箱崎 清秋 奥州市 胆沢スキー 1:08.12 42.58
7 127 菊池 啓志 西和賀 エムズレック 1:08.57 48.74
8 126 梅川　洋 西和賀 CKI 1:09.13 56.40
9 153 海野 義範 北上市 永昌寺 1:09.38 59.83

10 134 千田 剛彦 北上市 リコー光学 1:09.87 66.53
11 138 川崎 博美 雫石町 岩手トヨタ自動車㈱ 1:10.55 75.84
12 149 佐藤 哲哉 奥州市 水沢スキー 1:10.80 79.27
13 128 川又 育徳 盛岡市 チームN40 1:10.87 80.22
14 132 高橋 美文 北上市 塩野義製薬 1:11.03 82.42
15 131 梅川 真 西和賀 ｱｲﾒﾀﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 1:11.96 95.15
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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Ｃ

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

16 150 岩崎 岳人 雫石町 岩手三菱ふそう 1:12.02 95.97
17 139 佐藤 秀則 盛岡市 ラ・シャール 1:12.56 103.36
18 133 信太 真二 奥州市 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 1:13.82 120.61
19 142 齋藤 理 奥州市 産業技術短期大学校 1:15.19 139.37
20 147 門脇 勝久 盛岡市 ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｽｸSC 1:15.45 142.93
21 155 大久保 貴徳 盛岡市 ＪＲ盛岡ＳＣ 1:15.85 148.40
22 156 蘭 和也 奥州市 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱ 1:21.88 230.95

DID NOT START 15
124 三浦　孝純 一関市 一関市スキー
125 斉藤　満 盛岡市 都南ＳＣ
135 白崎 陽彦 大船渡 大船渡市スキー
136 武田 則彦 奥州市 ㈱トヨタ自動車東日本
137 宮下 洋司 盛岡市 盛岡ｱﾙﾍﾟﾝ
140 蔦 克典 金ヶ崎 金ヶ崎スキー
141 柴田 浩司 奥州市 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ東北㈱
143 藤原 史明 遠野市 遠野市スキー
144 阿部 晋介 花巻市 花巻市スキー
145 諏訪木 健 北上市 ㈱トヨタ自動車東日本
146 齋藤　豊 八幡平 松尾スキー
148 菊池 勝則 奥州市 江刺スキー
151 高橋　大 盛岡市 都南ＳＣ
152 細川　哲 紫波町 紫波町スキー
154 桐山　真一 雫石町 雫石町役場

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 村田　津南雄 03/055/91
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