
Ｋ２　男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 柴田　和浩 [東京] コース名

戸倉ｽｷｰ場SLﾀﾞｲﾅﾐｯｸｺｰｽ
主審 江川　太郎 [東京] スタート地点 1267.33m

フィニッシュ地点 1134.10m
競技委員長 三浦　幸治 [群馬] 標高差 133.23m

ホモロゲーションNo. SAJ04-SL-65/93

１本目
コースセッター 渡辺　一彦 [群馬]

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

31 03024852 武井 大悟 群馬 沼田中学校
32 03022086 永井 友悠 群馬 高崎市大類中学校
33 03021851 山田 律希 青森 三内中学校
34 03023884 尾崎 絢章 群馬 月夜野中学校
35 03021961 三浦 一桔 群馬 片品中学校
36 03023204 山口 礼夢 神奈川 BURST-YOKOHAMA
37 03022962 添野 開仁 東京 St.Mary's IS
38 03020757 松原 健 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
39 03022851 三賀山 嗣穏 千葉 千葉日本大学付属第一
40 03021958 永井 真生 群馬 片品中学校
41 03021391 野﨑 煌月 東京 明星中学校
42 03022569 田村 優有 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC
43 03019563 石川 颯真 神奈川 横須賀雪友ｸﾗﾌﾞ
44 03024552 星野 駆音 群馬 片品中学校
45 03024550 田邊 快斗 群馬 片品中学校
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 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

46 03024605 大村 修輝 神奈川 横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝｸﾗﾌﾞ
47 03023976 宮﨑 翔陽 群馬 嬬恋中学校
48 03025078 加藤 博久 東京 St.Mary's IS
49 03022778 稲葉 健一郎 神奈川 BURST-YOKOHAMA
50 03024587 大塚 陽向 東京 千歳中学校
51 03024805 前田 航 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
52 03025004 山岸 珀斗 神奈川 ｴｸｾﾙｽｷｰｸﾗﾌﾞ
53 03018077 越川 照太 東京 日本工業大学駒場中学
54 03023743 佐藤 大介 神奈川 Zero1.JR
55 03025208 上田 廉 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC
56 03022574 渡辺 悠斗 東京 本郷中学校
57 03022355 上新 悌人 群馬 邑楽中
58 03022360 宮嶋 倖太郎 群馬 月夜野中学校
59 03022561 岩﨑 辰海 静岡 清水町立清水中学校
60 03023443 吉阪 一晴 京都 ﾌｧｰﾚﾝSC
61 03024675 勝田 智大 東京 日本工業大駒場中学校
62 03021870 片桐 悠一郎 東京 獨協高等学校
63 03025014 三嶋 志歩 栃木 東那須野中学校
64 03023288 谷合 純矢 東京 海城中学校
65 03023832 柴﨑 遥仁 茨城 竜ヶ崎第一高校附属中
66 03024051 鎌田 遼 東京 国分寺市立第三中学校
67 03018031 入澤 櫂成 群馬 吉岡中学校
68 03022886 大橋 拓馬 東京 文京区第六中学校
69 03024016 黒﨑 尚裕 東京 成蹊中学校
70 03024250 茂木 俐昇 東京 本郷中学校
71 03024883 高橋 亨輔 東京 青山学院中等部
72 03024398 垣原 弘明 東京 苗場ﾍﾞｰｼｯｸ&ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾞﾗ
73 03024309 本間 星輝 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂSC
74 03024375 田村 太一 東京 桐朋中学校
75 03023742 安藤 晴也 東京 立教池袋高等学校
76 03022191 近藤 純太 東京 瀬田中学校
77 03023261 高梨 駿 東京 獨協中学校
78 03024088 山田 健人 東京 獨協中学校
79 03022258 鈴木 凰心 東京 荒川区立第三中学校
80 03024800 佐野 太一 神奈川 関東学院六浦中学校
81 03025003 渡辺 大翔 神奈川 ｻﾚｼﾞｵ学院
82 03025297 西大條 育孝 東京 明治大学付属中野中学
83 03024047 鶴岡 陽 東京 和田中学校
84 03023270 池田 匠冴 東京 明治大学付属中野高等
85 03024725 平井 慶志 東京 桐朋中学校

2022-03-20 / 尾瀬戸倉スキー場/群馬 0474 SM3 / 2

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

-------------------------------------------



Ｋ２　男子

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

86 03025306 中村 航 東京 桐朋中学校
87 03024260 植松 千尋 東京 北中野中学校
88 03024858 石村 凛太朗 東京 麻布中学校
89 03024670 宮澤 武大 東京 東京都市大学付属中学
90 03025317 吉野 滉一 東京 桐朋中学校
91 03024814 溝端 大隆 東京 青山学院中等部
92 03025232 平川 廣那 東京 ﾕｰｴｽｴﾑｱｰﾙ
93 03023703 廣田 理有 東京 早稲田中学
94 03025312 原 大賀 千葉 大和田中学校
95 03025318 尾崎 厚 長野 軽井沢ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
96 03024020 黒丸 悠志 東京 国分寺市立第三中学校
97 03025076 竹之内 瑛太 東京 獨協中学校
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