
第25回南開東ブロック競技会  

男子大回転  
1本目スタートリスト  

テクニカルデータ  
コース名   

スタート地点  
フィニッシュ地点  

標高差  
ホモロゲーションNo．  

ジュリー  

技術代表   

主審   

競技委員長  

江川 太郎  ［東京］   

河野 安男  ［長野］   

峯村 文就  ［長野］  

チャンピオンコース  

1641m  

1341m  

300m  

SAJ24－GS－41／88  

1本日  
コースセッター  

前走者－A一  
前走者－B－  
前走者－C－  

本多 一男  
高見澤 樹里  
今井 駿  
中島 剛琉  

［群馬］  

旗門数  44（42）   スタート時間  9：50  

スタート  コード 競技者   
No  No 氏名  

103002630 米田修平   
203002377 吉田昂史   
303002723 西谷大我   
403001844 斎藤孝輝   
503002264 莱原涼   
603000997 加藤恵亮   
703001173 川村広海   
803001979 小林慶士   
903001860 関胱輔  

2本目  合 計  
時 間  時 間  

1本日  
時 間  県 名 所 属 名   

学連   日本大学  
学連  京都産業大学  
学連  龍谷大学  
学連  専修大学  
学連  近畿大学  
学連  国士舘大学  
学連  国士舘大学  

学連  専修大学  
長野  上田染谷丘高校  
学連  関西学院大学  
群馬  沼田高校  
群馬  高崎高校  
三重   松阪レシンクヾsc  

学連   日本大学  
群馬  高崎高校  

一ノ本管毅  
小野浩稔  
山田 駿  
鳥山真也  
次井雄哉  
増村賢人  

10 03000785 

11 03001118 

12 03001172  

13 03002600 

14 03002176 

1503001107  

2012／03／17／菅平高原  

DATA PROCESSING by SEIKO  

0124  GM3／ 1  

TIMING by SEIKO   



篭覿 第2・5回南開東ブロック競技会  

2本日  合 計  
時 間  時 間  

1本日  
時 間  

スタート  コード 競技者   
No  No 氏名  県 名 所 属 名   

東京   クラーク記念国際高校  
長野  上田東高校  
学連  京都産業大学  
神奈川 慶應義塾高校  
京都  福知山成美高校  
群馬  長野原高校  
埼玉  細田学園高校  
埼玉  早大本庄高  
東京  成瞑高校  
千葉  東京学館高校  
富山  南砺平高校  
埼玉  川越東高校  
学連  国士舘大学  
茨城  水戸市スキー連盟  
東京  世田谷学園高校  
東京  日本工業大学駒場高校  
埼玉  秀明高校  
群馬  草津中学校  
埼玉  秀明高校  
学連  関西学院大学  
長野  上田染谷丘高校  
埼玉  細田学園高校  
東京  立教池袋高校  
東京  早稲田実業高校  
群馬  草津中学校  
三重  アJげスSCクワナ  

学連  東京農業大学  
新潟  上越教育大学附属中  
京都  大谷中学校  
埼玉  本庄東高  
長野  上田兼高校  
東京   日体荏原高校  
埼玉  本庄東高  
神奈川 慶鷹義塾高校  
埼玉  秀明高校  
群馬  嬬恋西中  
千葉  ヨシキSC  

富山  砺波工業高校  
東京  明星学園中学校  
群馬  嬬恋高校  

1603001595 田中 亜留羽  
1703006292 宮原伸矢  
1803003080 津田優将  
1903001647 皆川大弥  
2003002871 田中健太郎  
2103001096 吉澤修  
2203000287 満尾雅彦  
2303001294 松澤段  
2403006087 瓦井海牛  
2503001375 中川智貴  
2603006994 中西乃彩  
2703001295 高橋正太郎  
2803001117 中嶋哲志  
2903008102 中西雄太  
3003001518 坂本貴優  
3103005973 頼光竜二郎  
3203001289 片野雄太郎  
3303007593 飯山直樹  
3403006060 鈴木達朗  
3503007066 浅田惇基  
3603001890 田辺幸汰  
3703006065 森海人  
3803001457 田中 潤  
3903006346 日下部卓哉  
4003007594 宮崎悟  
4103003310 高橋史也  
4203001422 岡村祥太  
4303007415 老野生海渡  
4403008118 村山 昌輔  
4503006062 林良樹  
4603005972 半田 翼  
4703001272 郷田翔平  
4803001290 石川崇弘  
4903001472 宇都出鷹  

片野景大  
黒岩鈴矢  
古Jtl信行  
和田洗  
井上岳秋  
戸部剛志  

50 03006061  

51 03007554 

52 03001357 

53 03005977  

54 03008034  

55 03001103  

2012／03／17／菅平高原  

DATA PROCESSING by SEIKO  

0124  GM3／ 2  

TIMING by SEIKO   



第25回南開東ブロック競技会  

2本日  合 計  
時 間  時 間  

スタ小  コ小† 競技者  1本日  
時 間  県 名 所 属 名   

埼玉  本庄東高  
東京  世田谷学園高校  
東京  芝高校  
東京  京華高校  
埼玉  秀明高校  
長野  大町北高校  
長野  上田染谷丘高校  

新潟  上越教育大学附属中  
東京  暁星高校  
神奈ノIll 桐蔭学園中等教育学校  

群馬  草津中学校  
三重  鈴鹿工業高等専門学校  

京都  福知山成美高校  
群馬  長野原東中学校  
東京  安田学園高校  
東京  学習院高等科  
神奈川 三浦臨海高校  
群馬  小野上中学校  

東京  濁協高校  
京都  京都親雪SC  
群馬  殖蓮中学校  
新潟  妙高高原中学校  
神奈川 桐蔭学園高校  
千葉  専修大学松戸高校  
長野  白馬高校  
神奈川 慶磨義塾高校  
神奈川 慶庵義塾高校  
神奈川 慶鷹義塾高校  
神奈川 慶應義塾高校  
神奈川 慶庵義塾高校  
神奈川 桐蔭学園高校  
東京  ICI石井スホ○－ツSC  

神奈川 慶鷹義塾高校  
神奈川 慶庵義塾高校  
神奈川 慶磨義塾高校  
東京  スノーウインドSC  

神奈川 慶鷹義塾高校  
神奈川 慶鷹義塾高校  
千葉  NICE  
東京  都立石神井高校  

氏名   

安達悠太  
務台雄斗  
武井哲応  
狐晴海  
川又辰延  
太田裕也  
高見澤蓮生  
中島航  
須賀亮太  
江並龍之介  
青木誠也  
下出晃央  
平山安希人  
丸山駿  
鈴木鷹平  
土田英  
杉本泰輔  
佐藤直樹  
峰咲誠弥  
三橋正  
山本大介  
岡田雄瑠  
平賀祥大  
富田達己  
下川紘史  
須原健太  
高橋亮意  
伴啓明  
北川真也  
正岡和真  
横倉克  
藤田裕明  
小林秀太郎  
永島知典  
佐々木孝俊  
秋元嘉幸  
中川雄介  
土屋聖介  
高橋徳  
荒井大地  

No  No  

56 03006028 

57 03007542  

58 03006530 

59 03006317 

60 03006064 

61 03001855 

62 03006611  

63 03008383 

64 03001421 

65 03006924  

66 03007591 

67 03006841  

68 03006889  

69 03007590  

70 03009443 

71 03001485 

72 03005816 

73 03007546 

74 03008737 

75 03002758 

76 03007548 

77 03008407 

78 03006452 

79 03011488 

80 03006282 

81 03011701 

82 03009544 

83 03009546  

84 03010502 

85 03010875 

86 03011702 

87 03006826 

88 03010876 

89 03009545 

90 03012873 

91 03012825 

92 03012222  

93 03012220  

94 03007518 

95 03009267  

2012／03／17／菅平高原  

DATA PROCESSING by SEIKO  

GM3／ 3  

TIMING by SEIKO   

0124  



篭覿 第25回南開兼：化ツク戯接合  

2本日  合 計  
時 間  時 間  

1本日  

時 間  
スタート  コード 競技者   

No  No 氏名  県 名 所 属 名  

筑波研究学園SC  
慶鷹義塾高校  
アカデミーSC  

桐蔭学園高校  
金森スホ○－ツRT  

慶鷹義塾高校  
慶鷹義塾高校  
慶鷹義塾高校  

大瀧寛也  
飯塚宇也  
奥村英樹  
寺崎堅登  
林克行  
高野雄太  
黒崎素光  
五十嵐紀史  

茨城  
神奈川  
東京  
神奈川  
愛知  
神奈川  
神奈川  
神奈川  

96 03009616  

97 03011697 

98 03001378  

99 03001735 

100 03007749  

101 03011700 

102 03011696  

103 03011698  

2012／03／17／菅平高原  

DATA PROCESSING by SEIKO  

GM3／ 4  

TIMING by SEIKO   

0124  


