
男子65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 児玉　修 [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 34(33) スタート時間 10:15
天候 雪 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

1 140 09001288 西山 勘十郎 長野 大町市SC 1:07.37 0.00
2 138 09001306 渡辺 正美 長野 JR東日本長野支社SC 1:09.03 21.93
3 139 09001178 丸山 脩 長野 大町市SC 1:09.96 34.22
4 146 09001251 平林 悦夫 長野 大町市SC 1:10.45 40.69
5 141 09002444 山下 邦彦 長野 大町市SC 1:10.48 41.09
6 148 09001241 田ノ上 徳延 長野 木曽町体協三岳ｽｷｰ部 1:12.54 68.30
7 144 09001300 吉野 茂雄 長野 木島平SC 1:13.20 77.02
8 143 09001675 大窪 慈之 滋賀 ｸｰﾌﾟ･ﾄﾞ･ﾓﾝﾄﾞSC 1:14.01 87.72
9 150 09001673 鶴羽 忠彦 滋賀 石山SC 1:16.95 126.56

10 156 09004034 須貝 直好 長野 上田SC 1:17.89 138.98
11 155 09001182 鷲澤 仁 長野 小谷村体育協会 1:18.30 144.39
12 151 09003267 中村 協和 長野 木曽福島SC 1:24.95 232.24
13 153 09001298 柳沢 孝 長野 湯の丸SC 1:33.96 351.27

DID NOT START 5
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DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

マスターズＢ

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65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

142 09001641 瀬木 正直 岐阜 高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸSC
147 09001311 宮澤 哲雄 長野 志賀高原SC
149 09003430 児玉 栄一 長野 志賀高原SC
152 09001279 宮脇 敏彦 長野 白馬村SC
154 09001248 小山 信一 長野 菅平高原SC

DID NOT FINISH 1
145 09001308 鎌原 道彦 長野 千曲SC

DISQUALIFIED 0

技術代表 板倉　裕木治 [SAJ] 16-092-95
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