
　　　　   KeeP-ONE CUP 第７回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　小学生１．２年　女子 　　回転

公式成績表

ジュリー

技術代表 中村　昭一 テクニカルデーター

コース名 飛騨高山回転コース

主審 宮腰　一臣

スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚　士朗 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 130 ｍ

ホモロゲーションNo.

１本目 ２本目

コースセッター 森本　賢吉 コースセッター 森本　賢吉

前走－A－ 高原　慎之介 前走－A－ 高原　慎之介

前走－B－ 寺境　晃平 前走－B－ 寺境　晃平

前走－C－ 大塩　達也 前走－C－ 大塩　達也

旗門数 45(44) スタート時間 9:30 旗門数 44/43 スタート時間 11:45

天候 晴れ 雪質 soft 天候 晴れ 雪質 soft

スタート/フィニッシュ気温 －2　/　－9℃ スタート/フィニッシュ気温 －0℃　/　－2℃

順位 スタート 競技者 1本目 2本目 合　計

NO. 県名 所　　　属　　　名 時　間 時　間 時　間

1 5 今村　千春 静岡 朴の木Ｊｒ 1:00.59 0:57.15 1:57.74

2 1 小西　莉朴 岐阜 朴の木Ｊｒ 1:03.33 1:00.42 2:03.75

3 4 高原　百香 岐阜 朝日ﾚｰｼﾝｸﾞＪｒ 1:18.76 0:55.98 2:14.74

4 2 塩屋　心優 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:17.38 1:11.05 2:28.43

5 3 長瀬　 栞奈 岐阜 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 1:21.63 1:18.75 2:40.38

 

DID NOT START

DID NOT FINISH

DISQUALIFIED

技術代表 中村　昭一

/   飛騨高山スキー場
DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

2017/2/19

氏名

中村昭一



　　　　   KeeP-ONE CUP 第７回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　小学生３．４年　女子 　　回転

公式成績表

ジュリー

技術代表 中村　昭一 テクニカルデーター

コース名 飛騨高山回転コース

主審 宮腰　一臣

スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚　士朗 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 130 ｍ

ホモロゲーションNo.

１本目 ２本目

コースセッター 森本　賢吉 コースセッター 森本　賢吉

前走－A－ 高原　慎之介 前走－A－ 高原　慎之介

前走－B－ 寺境　晃平 前走－B－ 寺境　晃平

前走－C－ 大塩　達也 前走－C－ 大塩　達也

旗門数 45(44) スタート時間 9:30 旗門数 44/43 スタート時間 11:45

天候 晴れ 雪質 soft 天候 晴れ 雪質 soft

スタート/フィニッシュ気温 －2　/　－9℃ スタート/フィニッシュ気温 －0℃　/　－2℃

順位 スタート 競技者 1本目 2本目 合　計

NO. 県名 所　　　属　　　名 時　間 時　間 時　間

1 18 今井　鮎理 長野 川上Jrレーシング 0:53.95 0:52.26 1:46.21

2 17 鈴木　優和 愛知 朴の木Ｊｒ 0:55.13 0:52.15 1:47.28

3 16 田中　美雅 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 0:55.27 0:52.15 1:47.42

 DID NOT START

DID NOT FINISH

DISQUALIFIED

技術代表 中村　昭一

/   飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

2017/2/19

氏名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第７回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　小学生５．６年　女子 　　回転

公式成績表

ジュリー

技術代表 中村　昭一 テクニカルデーター

コース名 飛騨高山回転コース

主審 宮腰　一臣

スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚　士朗 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 130 ｍ

ホモロゲーションNo.

１本目 ２本目

コースセッター 森本　賢吉 コースセッター 森本　賢吉

前走－A－ 高原　慎之介 前走－A－ 高原　慎之介

前走－B－ 寺境　晃平 前走－B－ 寺境　晃平

前走－C－ 大塩　達也 前走－C－ 大塩　達也

旗門数 45(44) スタート時間 9:30 旗門数 44/43 スタート時間 11:45

天候 晴れ 雪質 soft 天候 晴れ 雪質 soft

スタート/フィニッシュ気温 －2　/　－9℃ スタート/フィニッシュ気温 －0℃　/　－2℃

順位 スタート 競技者 1本目 2本目 合　計

NO. 県名 所　　　属　　　名 時　間 時　間 時　間

1 36 深澤　菜月 岐阜 朝日ﾚｰｼﾝｸﾞＪｒ 0:44.94 0:43.36 1:28.30

2 33 山下　莉生 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 0:46.82 0:45.12 1:31.94

3 35 秦　ルーカ 岐阜 高山ﾚｰｼﾝｸﾞ 0:50.70 0:46.95 1:37.65

4 37 水口　怜奈 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 0:49.91 0:48.40 1:38.31

5 40 山腰　のん 岐阜 ﾓﾝﾃﾞｳｽJrｽｷｰｸﾗﾌﾞ 0:57.14 0:43.18 1:40.32

6 39 小川　玲 三重 朴の木Ｊｒ 0:55.79 0:51.22 1:47.01

7 32 高原　杏香 岐阜 朝日ﾚｰｼﾝｸﾞＪｒ 0:56.08 0:52.56 1:48.64

8 38 沖島　未咲 岐阜 朝日ﾚｰｼﾝｸﾞＪｒ 0:57.69 0:53.67 1:51.36

9 34 武藤　沙和 岐阜 朝日ﾚｰｼﾝｸﾞＪｒ 0:59.53 0:55.56 1:55.09

 DID NOT START

DID NOT FINISH

DISQUALIFIED

技術代表 中村　昭一

/   飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

2017/2/19

氏名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第７回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　中学生　女子 　　回転

公式成績表

ジュリー 中村　昭一 テクニカルデーター

技術代表 コース名 飛騨高山回転コース

主審 宮腰　一臣

スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚　士朗 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 130 ｍ

ホモロゲーションNo.

１本目 ２本目
コースセッター 森本　賢吉 コースセッター 森本　賢吉
前走－A－ 高原　慎之介 前走－A－ 高原　慎之介

前走－B－ 寺境　晃平 前走－B－ 寺境　晃平

前走－C－ 大塩　達也 前走－C－ 大塩　達也

旗門数 45(44) スタート時間 9:30 旗門数 44/43 スタート時間 11:45

天候 晴れ 雪質 soft 天候 晴れ 雪質 soft

スタート/フィニッシュ気温 －2　/　－9℃ スタート/フィニッシュ気温 －0℃　/　－2℃

順位 スタート 競技者 1本目 2本目 合　計

NO. 県名 所　　　属　　　名 時　間 時　間 時　間

1 62 横山　円香 愛知 朴の木Ｊｒ 0:48.39 0:45.31 1:33.70

2 63 清水　あやな 岐阜 朴の木Ｊｒ 1:10.86 0:44.78 1:55.64

DID NOT START

64 小川　凛 三重 朴の木Ｊｒ

 

DID NOT FINISH

DISQUALIFIED

技術代表 中村　昭一

/   飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

2017/2/19

氏名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第７回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　一般女子２部 　　回転

公式成績表

ジュリー 中村　昭一 テクニカルデーター

技術代表 コース名 飛騨高山回転コース

主審 宮腰　一臣

スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚　士朗 フィニッシュ地点 1236 ｍ

標高差 130 ｍ

ホモロゲーションNo.

１本目 ２本目
コースセッター 森本　賢吉 コースセッター 森本　賢吉
前走－A－ 高原　慎之介 前走－A－ 高原　慎之介

前走－B－ 寺境　晃平 前走－B－ 寺境　晃平

前走－C－ 大塩　達也 前走－C－ 大塩　達也

旗門数 45(44) スタート時間 9:30 旗門数 44/43 スタート時間 11:45

天候 晴れ 雪質 soft 天候 晴れ 雪質 soft

スタート/フィニッシュ気温 －2　/　－9℃ スタート/フィニッシュ気温 －0℃　/　－2℃

順位 スタート 競技者 1本目 2本目 合　計

NO. 県名 所　　　属　　　名 時　間 時　間 時　間

1 76 田上　由紀子 岐阜 流葉スキー協会 0:42.15 0:38.50 1:20.65

 DID NOT START

DID NOT FINISH

DISQUALIFIED

技術代表 中村　昭一

/   飛騨高山スキー場

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

2017/2/19

氏名


