
男子50歳代

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 板倉　裕木治 [SAJ] コース名

パノラマⅢ
主審 山本　貴史 [SAN] スタート地点 1180m

フィニッシュ地点 880m
競技委員長 丸山　公平 [HSC] 標高差 300m

ホモロゲーションNo. SAJ26-GSL-161/13

コースセッター 伊藤　剛 [SAN]
前走者 - A - 高谷　陽子
前走者 - B - 鈴木　彩夏
前走者 - C - 藤本　凌輔
前走者 - D - 笹川　拓也
前走者 - E - 横川　勇斗

旗門数 35(34) スタート時間 12:45
天候 くもり 雪質 ソフト
スタート／フィニッシュ気温

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 218 09001191 宮沢 徹 長野 小谷村体育協会 58.99 0.00
2 220 09001233 小林 敏裕 長野 飯山市SC 1:01.42 36.66
3 221 09001221 高橋 一浩 長野 飯山市SC 1:01.74 41.49
4 222 09001313 小林 正明 長野 長野市SC 1:02.54 53.56
5 219 09001202 西沢 秀樹 長野 大町市SC 1:03.83 73.02
6 226 09001190 穂高 栄司 長野 JR東日本長野支社SC 1:04.31 80.26
7 223 09001240 太田 直幸 長野 小谷村体育協会 1:04.42 81.92
8 228 09001215 鈴木 俊樹 長野 長野市SC 1:04.44 82.23
9 230 09003720 鈴木 雅之 長野 千曲SC 1:05.86 103.65

10 229 09001467 長島 健 静岡 ｽﾜﾝSC 1:06.93 119.79
11 239 09002858 宮崎 英俊 長野 長野市SC 1:07.88 134.13
12 235 09001304 宮沢 紀明 長野 聖高原SC 1:10.31 170.79
13 241 09003984 鈴木 浩一 長野 長野市SC 1:20.27 321.06
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ
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男子 大回転
公式成績表

第 38 回長野県マスターズ大会
兼全日本マスターズ大会長野県予選会

第 36 回長野県スキー大会週間
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( 公財）全日本スキー連盟 B級公認



男子50歳代

F=890
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

224 09001617 梶田 素光 愛知 ｱﾎﾟﾌﾟﾚｷｼｱ
231 09001269 高野 秀明 長野 上田SC
232 09001166 吉野 芳政 長野 聖高原SC
233 09003639 土屋 良視 長野 長野市SC
236 09001249 西川 尚実 長野 白馬村SC
237 09002145 太田 稔 長野 聖高原SC
238 09002442 長澤 雅史 長野 大町市SC
240 09002985 良波 和明 長野 乗鞍ＳＣ

DID NOT FINISH 2
227 09001206 羽毛田 美鶴 長野 小谷村体育協会
234 09001199 中江 達夫 長野 小谷村体育協会

DISQUALIFIED 1
225 09001186 永井 柳 長野 白馬村SC GATE No. 35 , art.629.3 of I.C.R

技術代表 板倉　裕木治 [SAJ] 16/092/95
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