
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 斉藤　昌宏 [埼玉] コース名

片品尾瀬岩鞍GSLｺｰｽ
主審 羽田　勤 [群馬] スタート地点 1473m

フィニッシュ地点 1223m
競技委員長 入澤　茂 [群馬] 標高差 250m

ホモロゲーションNo. SAJ03-GS-29/85

１本目
コースセッター 本多　一男 [群馬]
前走者 - A - 永井　真生
前走者 - B - 星野　そよ風
前走者 - C - 笠原　凛音
前走者 - D - 三浦　一桔

旗門数 32(31) スタート時間 12:40

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

1 03014954 中村 拓幹 群馬 沼田高校
2 03020033 鈴木 麻生 東京 立教池袋中学校
3 03014765 笠原 聡馬 群馬 沼田高校
4 03011639 宮﨑 裕 学連 中央大学
5 03013179 阿部 渓矢 学連 専修大学
6 03016498 川上 勇貴 群馬 共愛学園高等学校
7 03016213 橋詰 岳 群馬 嬬恋高校
8 03011676 根岸 天馬 学連 神奈川大学体育会スキ
9 03013180 中島 賢伸 学連 明治大学

10 03011641 干川 大智 学連 大東文化大学
11 03013153 髙木 柊吾 学連 明治大学
12 03016914 武者 佑樹 埼玉 本庄東高校
13 03018027 星野 翔飛 群馬 沼田高校
14 03011657 石島 裕一郎 学連 早稲田大学
15 03013220 石井 壱国 学連 京都産業大学
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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

16 03019333 石塚 心樹 茨城 手代木中学校
17 03020309 黒須 悠太郎 茨城 岩瀬日本大学高校
18 03014953 中村 和実 群馬 沼田高校
19 03017718 大内 海音 埼玉 わせがく高校
20 03019104 倉澤 秀太 埼玉 ふじみ野高校
21 03017555 滝田 海晴 神奈川 光陵高等学校
22 03019387 星野 雄聖 群馬 片品中学校
23 03019016 脇谷 柊司 東京 日本体育大学荏原高校
24 03017624 秦 憲伸 北海道 旭川明成高校
25 03015885 新海 佑真 神奈川 法政二高
26 03019518 中村 太空 群馬 嬬恋高校
27 03001130 青木 由和 群馬 渋川SC
28 03014821 大久保 渓悟 群馬 沼田高校
29 03020153 稲葉 陽生 東京 多摩大学目黒中学校
30 03019919 山口 わと 埼玉 春日部共栄高等学校
31 03016581 茅野 聖也 群馬 館林高校
32 03018073 幾島 楓太 群馬 前橋育英高校
33 03018078 小嶋 勇輝 群馬 渋川高校
34 03013051 海部 圭伸 学連 学習院大学
35 03001094 千明 剛 群馬 群馬県庁SC
36 03020154 稲葉 隆司 東京 多摩大学目黒中学校
37 03016337 影山 暖士 埼玉 春日部共栄高等学校
39 03021194 一ノ瀬 迅 東京 日本体育大学荏原高校
40 03021933 佐々木 綾斗 群馬 尾瀬高校
41 03017513 藤川 晏規 埼玉 伊奈学園高校
42 03022092 松下 心太朗 群馬 渋川工業高校
43 03021671 生形 河亮 群馬 太田高校
44 03023079 石黒 青 群馬 尾瀬高校
45 03022222 川嶋 琉誠 山梨 日本大学明誠高校
46 03023953 竹前 ケンゾウ 山梨 日本大学明誠高等学校
47 03020576 境田 陸人 学連 学習院大学
48 03023572 末永 陸照 学連 東京大学
49 03024077 藤原 剣信 山梨 日本大学明誠高等学校
50 03024061 渡邉 颯太郎 山梨 日本大学明誠高等学校
51 03021091 藤原 嶺馬 山梨 都留スキークラブ
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