
Ｋ２　男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

戸狩温泉ｽｷｰ場 ｼﾞｪｯﾄｺｰｽ
主審 斉藤　昌宏 [東京] スタート地点 794m

フィニッシュ地点 544m
競技委員長 高橋　直人 [長野] 標高差 250m

ホモロゲーションNo. SAJ04-GS-05/20

１本目
コースセッター 石井　優 [群馬]
前走者 - A - 坂東　楓 [長野]
前走者 - B - 大野　彩佳 [長野]
前走者 - C - 荻原　希燦 [長野]
前走者 - D - 倉澤　秀太 [埼玉]

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

81 03020757 松原 健 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
82 03020928 大澤 俊 埼玉 秩父市立秩父第一中学
83 03022616 五十嵐 暖 山形 鶴岡市立朝日中学校
84 03022948 小林 駿汰 東京 玉川中学校
85 03024770 林 遼真 埼玉 志木第二中学校
86 03022262 堀 竣一 東京 明星中学校
87 03022778 稲葉 健一郎 神奈川 BURST-YOKOHAMA
88 03020472 森 尊 新潟 妙高高原中学校
89 03024468 小倉 陽向 愛知 幸田北部中学校
90 03020755 北村 優弥 神奈川 川崎市立白鳥中学校
91 03024771 早川 徹彦 埼玉 西武学園文理中学校
92 03024700 足助 柊哉 栃木 東那須野中学校
93 03020970 鈴木 琉生 埼玉 西武文理中学校
94 03019563 石川 颯真 神奈川 横須賀雪友ｸﾗﾌﾞ
95 03023204 山口 礼夢 神奈川 BURST-YOKOHAMA
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 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

96 03024587 大塚 陽向 東京 千歳中学校
97 03021961 三浦 一桔 群馬 片品中学校
98 03018168 高本 大地 神奈川 法政二高
99 03022962 添野 開仁 東京 St.Mary's IS

100 03024552 星野 駆音 群馬 片品中学校
101 03024605 大村 修輝 神奈川 横浜スポーツマンクラ
102 03023380 中村 拓真 神奈川 桐光学園中学校
103 03022577 鈴木 蒼大 東京 千川中学校
104 03024141 石川 太郎 埼玉 聖望学園中学校
105 03018077 越川 照太 東京 日本工業大学駒場中学
106 03024174 藤原 蓮 大阪 ジュニアスキークラブ
107 03025132 高畠 陽希 東京 駒留中学校
108 03024550 田邊 快斗 群馬 片品中学校
109 03025014 三嶋 志歩 栃木 東那須野中学校
110 03024407 髙岡 雄一郎 神奈川 桐光学園高校
111 03021958 永井 真生 群馬 片品中学校
112 03024805 前田 航 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
113 03025078 加藤 博久 東京 St.Mary's IS
114 03024265 中村 悠真 神奈川 横浜ペガサススキーク
115 03022540 神田 樹 埼玉 玉井中学校
116 03024387 青木 寛司 神奈川 桐光学園中学校
117 03025208 上田 廉 東京 石井スポーツSC
118 03024800 佐野 太一 神奈川 関東学院六浦中学校
119 03024047 鶴岡 陽 東京 和田中学校
120 03024944 櫻井 蒔冬 新潟 魚沼北中学校
121 03024769 小山 慶大 埼玉 西武学園文理中学校
122 03025143 浅子 慧太朗 神奈川 川崎市立今井中学校
123 03025232 平川 廣那 東京 ユーエスエムアール
124 03025186 安東 恭助 東京 石井スポーツSC
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