
　　　　   KeeP-ONE CUP 第３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

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 1 深澤　菜月 朝日Jr 1:31.28 1:39.62 3:10.90

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村昭一

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

所　　　属　　　名

2012/1/29

氏  　 名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　小学生１．２年　男子 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 2 今川  泰介 高山レーシング 1:24.67 1:32.38 2:57.05

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３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

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 3 吉本　朱里 河合スキーＪｒ 1:12.57 1:19.35 2:31.92
2 4 倉家　悠里 流葉Jrスキー 1:14.88 1:19.44 2:34.32
3 5 沖島　佳秀 朝日Jr 0:00.00

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　小学生３．４年　男子 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 10 森下　孔史 朝日Jr 1:01.13 1:04.82 2:05.95
2 6 樋口　顕信 朝日Jr 1:02.14 1:09.89 2:12.03
3 8 小笠原　裕都 高山レーシング 1:08.74 1:15.60 2:24.34
4 7 玉舎 祥　 高山レーシング 1:10.44 1:16.67 2:27.11
5 9 堀畑　奎伍 高山レーシング 1:17.03 1:23.11 2:40.14

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３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

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 11 川嶋　萌夢 高山レーシング 0:54.97 1:00.28 1:55.25
2 12 城野　春希 流葉Jrスキー 0:56.66 1:01.30 1:57.96
3 13 木本　巳喜 朝日Jr 1:00.05 1:05.06 2:05.11

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　小学生５．６年　男子 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 14 根尾　　昂 河合スキーＪｒ 0:48.72 0:53.87 1:42.59
2 17 前田　龍之介 朝日Jr 0:52.37 0:56.25 1:48.62
3 18 池田　究 朝日Jr 0:52.02 0:57.51 1:49.53
4 16 吉本　樹 河合スキーＪｒ 0:54.22 0:59.07 1:53.29
5 15 向畑　善 朝日Jr 1:23.48 1:06.11 2:29.59

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　中学生　男子 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 19 城野　泰智 流葉Jrスキー 0:46.40 0:50.33 1:36.73
2 21 森本　翔太 朝日Jr 0:46.50 0:50.66 1:37.16
3 20 大上　裕也 アッフェヒダ　Jr 0:47.94 0:53.01 1:40.95

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３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

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 22 田上　友紀子 流葉スキー協会 0:44.82 0:49.04 1:33.86

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　一般　女子１部 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 23 谷口絵美 流葉スキー協会 0:48.88 0:53.53 1:42.41

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　高校生・大学生　女子 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 26 橋詰　佳奈 飛騨高山高校 0:50.07 0:53.69 1:43.76
2 25 桂木　明穂 飛騨高山高校 0:50.50 0:55.28 1:45.78

 DID NOT START 0
24 和田　知穂 山梨大学医学部スキー部

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　一般　男子２部 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 44 川口　一司 Snowchasers 0:47.85 0:51.80 1:39.65
2 39 石原　仁 トリイスポーツSC 0:48.30 0:51.92 1:40.22
3 43 白川　大輔 流葉スキー協会 0:50.05 0:52.93 1:42.98
4 38 仲田　正人 流葉スキー協会 0:49.18 0:53.87 1:43.05
5 35 林　芳忠 高山レーシング 0:49.90 0:53.60 1:43.50
6 31 伊藤　千哉也 一宮市スキー連盟 0:50.61 0:53.67 1:44.28
7 28 林　裕喜 大垣市スキー協会 0:51.31 0:55.21 1:46.52
8 41 荒家　良作 中電愛知スキークラブ 0:50.65 0:56.12 1:46.77
9 27 三口　晃弘 欧風カレー工房チロル 0:49.97 0:57.49 1:47.46
10 29 国田　哲臣 中電岐阜スキークラブ 0:46.55 1:03.52 1:50.07
11 32 河本　浩明 川崎重工スキー部 0:56.25 1:00.01 1:56.26
12 36 宮地　良和 中電愛知スキークラブ 1:00.01 1:00.99 2:01.00
13 42 松井　雅樹 川崎重工スキー部 0:59.25 1:17.50 2:16.75
14 37 竹内　肇 高山市スキー協会 0:56.94 2:12.47 3:09.41
15 30 橋本　省次 流葉スキー協会 0:44.99 DF
16 40 永沼　酉太 欧風カレー工房チロル DF DS
 DID NOT START

33 丹羽　恒 中電愛知スキークラブ
34 和田　健作 ラピスレーシング

DID NOT FINISH
40 永沼　酉太 欧風カレー工房チロル
30 橋本　省次 流葉スキー協会
DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

氏  　 名 所　　　属　　　名

2012/1/29



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　一般　男子１部 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 45 瀬木　智史 高山レーシング 0:42.88 0:46.60 1:29.48
2 46 高野　宏太 山梨大学医学部スキー部 0:46.24 0:56.14 1:42.38

47 上瀬泰幸 高山市スキー協会 0:43.86 0:48.40 1:32.26

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED （No.49両足不通過）
47 上瀬泰幸 高山市スキー協会

技術代表 中村　昭一

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

2012/1/29

氏  　 名 所　　　属　　　名



　　　　   KeeP-ONE CUP 第３回飛騨高山SL大会

―岐阜県高山市岩井町―

　　　高校生・大学生　男子 　　回転
公式成績表

技術代表 中村昭一 (高山) テクニカルデーター
コース名 飛騨高山回転コース

主審 長瀬辰巳 (朝日)
スタート地点 1366 ｍ

競技委員長 石塚士朗 (高山) 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 長瀬　大護 (ｷｰﾌﾟﾜﾝSC ) コースセッター 間狹智幸 ( 流葉 )
前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 ) 前走－A－ 坂下　祐馬 (飛騨高山高校 )
前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  ) 前走－B－ 今藤　大樹 (近畿大学  )
前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県) 前走－C－ 辻村　智久 (滋賀県)
前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 ) 前走－D－ 玉舎　久幸 (高山消防本部 )
旗門数 47(49) スタート時間 9:30 旗門数 51(59) スタート時間 11:00
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 －15℃　/　－12℃ スタート/フィニッシュ気温 －5℃　/　－7℃

F=600
順位 スタート 部門 競技者 1本目 2本目 合　計 レース

NO コード 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 48 森本　竣也 高山工業高校 0:43.19 0:48.22 1:31.41
2 51 梅本　蓮 飛騨高山高校 0:44.60 0:48.52 1:33.12
3 49 間狹　亮太 飛騨神岡高校 0:44.94 0:48.21 1:33.15
4 50 尾上　拓毅 高山工業高校 0:44.89 0:48.92 1:33.81
5 52 松井　宏樹 飛騨高山高校 0:54.55 0:46.53 1:41.08
6 54 門谷　純 斐太高校 0:48.02 0:53.33 1:41.35
7 53 大塩　達也 高山レーシング 1:27.47 1:01.61 2:29.08

 DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 中村　昭一

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

所　　　属　　　名

2012/1/29

氏  　 名


