
成年男子Ｇ

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 吉田　光彦 スタート地点 1133m

フィニッシュ地点 903m
競技委員長 津島　佐智幸 標高差 230m

ホモロゲーションNo. SAJ25-GS-59/86

コースセッター 山本　大輔
前走者 - A - 木村　優
前走者 - B - 小野寺　謙信
前走者 - C - 千田　将大

旗門数 35(33) スタート時間 10:25
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

1 303 岩崎 広明 盛岡市 JR盛岡SC 58.16 0.00
2 315 佐々木 修 盛岡市 スポーツデスク 58.25 1.38
3 301 菊地 一善 奥州市 江刺スキー 58.94 11.94
4 305 阿部 勝彦 花巻市 岩手県警SC 1:00.33 33.21
5 311 天川 三知吉 釜石市 釜石市スキー 1:00.39 34.12
6 306 阿部 宏希 紫波町 紫波町スキー 1:02.19 61.67
7 319 川島 弘也 盛岡市 白亜SC 1:02.27 62.89
8 324 松山 幸男 一関市 一関市スキー 1:03.60 83.25
9 316 菅原 博伊 一関市 一関市スキー 1:03.65 84.01

10 312 池野 広和 盛岡市 白亜SC 1:04.83 102.07
11 310 高橋 満 金ヶ崎 金ヶ崎スキー 1:04.86 102.53
12 302 阿部 眞 一関市 一関市スキー 1:05.07 105.74
13 327 及川　恒 奥州市 胆沢スキー 1:05.51 112.47
14 326 沢屋敷 憲雄 盛岡市 アペックスSC 1:05.83 117.37
15 313 佐藤 金治 奥州市 奥州金ヶ崎行政事務組 1:06.17 122.57

20-01-2013 / 安比高原/八幡平市 GM8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

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Ｇ

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

16 329 遠畑 浩明 盛岡市 スノーウェーブ 1:07.03 135.73
17 307 藤原 十志文 矢巾町 矢巾町スキー 1:11.21 199.70
18 322 畠 重夫 花巻市 チーム早池峰 1:25.24 414.39

DID NOT START 11
300 泉澤 和明 盛岡市 南部富士CC
304 三浦　和俊 北上市 三浦ぶどう園
308 村上 伸男 八幡平 安代スキー
309 讃岐 敬三 雫石町 雫石町スキー
314 新道　敬 紫波町 紫波町スキー
320 佐々木 洋幸 盛岡市 教員
321 稲垣 雅宏 紫波町 紫波町スキー
323 古川 久夫 盛岡市 玉山SC
325 工藤 利久 紫波町 紫波町スキー
328 高橋 悟 盛岡市 玉山SC
330 山口 学 紫波町 紫波町スキー

DID NOT FINISH 2
317 照井 敬孝 花巻市 花巻市スキー
318 鬼柳 裕 北上市 鬼柳

DISQUALIFIED 0

技術代表 村田　津南雄 03/055/91
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