
K2　男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 江川　太郎 [東京] コース名

戸狩温泉ｽｷｰ場 ｼﾞｪｯﾄｺｰｽ
主審 戸井田　寛 [東京] スタート地点 794m

フィニッシュ地点 544m
競技委員長 高橋　直人 [長野] 標高差 250m

ホモロゲーションNo. SAJ05-GS-05/20

１本目
コースセッター 庚　敏久 [長野]

旗門数 OPEN スタート時間

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

71 03026261 紅林 涼雅 東京 高井戸中学校
72 03024780 竹田 光晴 京都 木幡中学校
73 03025208 上田 廉 東京 東京国際ﾌﾗﾝｽ学園中学
74 03024805 前田 航 神奈川 桐蔭学園中等教育学校
75 03025623 大澤 優 埼玉 秩父第一中学校
76 03026178 串田 有 静岡 静岡大学附属浜松中学
77 03024450 平井 駿輝 長野 城北中学校
78 03025125 板橋 岳隆 新潟 十日町市立南中学校
79 03024265 橘 悠真 神奈川 関東学院六浦高等学校
80 03024947 稲葉 慶太朗 東京 大田区立安方中学校
81 03019563 石川 颯真 神奈川 関東学院六浦高等学校
82 03024453 宮澤 優輝 長野 飯山城北中学校
83 03024619 本多 峻 愛知 南山中学校
84 03024174 藤原 蓮 大阪 ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ
85 03023204 山口 礼夢 神奈川 k-power
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 大回転
１本目スタートリスト
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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

86 03024605 大村 修輝 神奈川 みたけ台中学校
87 03024950 宮澤 泰成 新潟 津南中等教育学校
88 03018077 越川 照太 東京 日本工業大学駒場中学
89 03025014 三嶋 志歩 栃木 東那須野中学校
90 03024561 古田 尚之 岐阜 郡南中学校
91 03025458 清水 雅俊 長野 城南中学校
92 03025526 田中 大雅 岐阜 宮中学校
93 03025896 川嶋 佑弥 神奈川 横浜ｸﾛｲﾂﾗｰｽｷｰｸﾗﾌﾞ
94 03025837 若井 朝陽 新潟 松代中学校
95 03024353 中村 心乃助 神奈川 ｼｮｰﾅﾝｷｯｽﾞ
96 03021911 髙根沢 英大 栃木 大田原高校
97 03024668 原田 隆輝 千葉 松戸旭町中学校
98 03025182 田代 雅紋 神奈川 ｽｷｰﾁｰﾑ茅ヶ崎
99 03024208 山口 礼恩 神奈川 k-power

100 03024675 勝田 智大 東京 日本工業大駒場中学校
101 03025143 浅子 慧太朗 神奈川 今井中学校
102 03025361 篠原 優太 長野 信州大学教育学部付属
103 03024725 平井 慶志 東京 桐朋中学校
104 03025927 高橋 知也 神奈川 ｽｷｰｸﾗﾌﾞ･ｶﾒ
105 03025719 新井 翔 神奈川 桐光学園中学校
106 03026369 関口 直人 東京 石井ｽﾎﾟｰﾂｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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