
小学1・2年男子

ジュリー テクニカルデータ
競技委員長 小林	和夫 コース名
技術代表 両角	晃一 ファンタジーコース
主審 望月	千春 スタート地点 1581m
出発審判長 山崎	努 フィニッシュ地点 1500m
決勝審判長 滝沢	雄二 標高差 81m
計時計算係長 吉池	順一 全長 300m
コース係長 加藤	翔 最大斜度 18%
旗門審判長 大川	好亮 最小斜度 15.7%

平均斜度 11%

１本目 ２本目
コースセッター 中島	茜 コースセッター 中島	茜
前走者	-	A	- 八重樫	宏 前走者	-	A	- 八重樫	宏
前走者	-	B	- 堀江	俊希 前走者	-	B	- 堀江	俊希
前走者	-	C	- 堀江	祐希 前走者	-	C	- 堀江	祐希

旗門数 20(19) スタート時間 9:47 旗門数 20(19) スタート時間 12:12
天候 晴天 雪質 ミディアム 天候 晴天 雪質 ソフト
スタート／フィニッシュ気温 -4℃	/	0℃ スタート／フィニッシュ気温 3℃	/	5℃

順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 採　用
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

	1 	62 福島　幸久 愛知県 32.16 31.31 31.31
	2 	78 小熊　健祐 東京都 33.73 33.68 33.68
	3 	73 大村　修輝 神奈川県 37.63 36.70 36.70
	4 	67 串田　有 静岡県 37.04 39.02 37.04
	5 	68 小松　和滉 長野県 DNQ 37.20 37.20
	6 	61 櫻井　輪 東京都 40.52 38.12 38.12
	7 	72 吉田　航太 東京都 38.56 39.38 38.56
	8 	79 篠原　宇汰 神奈川県 39.26 39.87 39.26
	9 	75 高橋　輝翔 長野県 39.71 40.17 39.71
	10 	69 久重　敬心 東京都 42.23 41.53 41.53
	11 	74 久保　惟人 神奈川県 42.40 42.93 42.40
	12 	83 前田　大地 東京都 43.19 DNQ 43.19
	13 	85 佐藤　嘉柊　 群馬県 44.00 43.36 43.36
	14 	84 高村　謙司郎 静岡県 DNQ 43.81 43.81
	15 	81 立石　羽瑠人 奈良県 44.92 45.39 44.92
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順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 採　用
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

	16 	76 森　奏太 神奈川県 58.92 44.95 44.95
	17 	70 髙橋　知也 神奈川県 46.20 48.00 46.20
	18 	71 北村　優吏 愛知県 46.37 DNS 46.37
	19 	87 飯島　夢月 長野県 46.50 49.15 46.50
	20 	77 横内　陽向 長野県 46.56 46.56 46.56
	21 	82 岩田　瑞生 愛知県 49.32 47.87 47.87
	22 	64 青柳　秀吾 神奈川県 48.01 49.75 48.01
	23 	66 熊崎　陸 神奈川県 48.66 52.79 48.66
	24 	86 池田　宗一郎 東京都 DNQ 50.47 50.47
	25 	80 北村　颯峨 愛知県 54.81 50.96 50.96
	26 	65 鈴木　凜玖 神奈川県 53.69 DNQ 53.69
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