
ジュニア男子

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 21 登　坂　太　晴 茨　城 結城西小 37.37 35.87 1:13.24
2 22 登　坂　悠　生 茨　城 結城西小 37.99 38.23 1:16.22

DID NOT START    ［1st RUN］   0

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会・第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



ﾏｽﾀｰｽﾞ男子80歳以上

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 32 鬼　沢　勇　一 茨　城 水戸シニアSC 47.84 45.54 1:33.38
2 31 東海林  　　昭 茨　城 マスターズRC 46.39 48.50 1:34.89

DID NOT START    ［1st RUN］   0

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会・第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



ﾏｽﾀｰｽﾞ男子75歳代

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

DID NOT START    ［1st RUN］   1
33 小　山　保　二 茨　城 筑波学園SC

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会・第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



ﾏｽﾀｰｽﾞ男子70歳代

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 35 村　田　文　男 茨　城 TEAM VITAX 41.08 43.52 1:24.60
2 36 野　村　    操 茨　城 下妻市SC 46.29 45.83 1:32.12
3 34 盛　田　耕　二 茨　城 筑波学園SC 50.10 48.70 1:38.80

DID NOT START    ［1st RUN］   0

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会・第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



ﾏｽﾀｰｽﾞ男子65歳代

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 37 秋　山　泰　行 茨　城 日本製鉄鹿島SC 38.21 37.37 1:15.58
2 40 片　桐　正　靖 茨　城 下妻市SC 40.56 39.73 1:20.29
3 39 野　部　隼　生 茨　城 TEAM VITAX 50.08 53.81 1:43.89

DID NOT START    ［1st RUN］   1
38 櫻　庭      司 茨　城 守谷夢彩都SC

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会・第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



ﾏｽﾀｰｽﾞ男子60歳代

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 41 高　橋　真　人 茨　城 NTTモアモアSC 35.62 35.91 1:11.53
2 43 武　田　 　 秀 茨　城 水戸市連 41.89 40.79 1:22.68

DID NOT START    ［1st RUN］   2
42 齋　藤　孝　志 茨　城 日本製鉄鹿島SC
44 横　井　    幹 茨　城 日立日立

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会・第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



少年男子

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 71 石　塚　心  樹 茨　城 手代木中 32.16 32.41 1:04.57
2 74 黒　須　悠太郎 茨　城 岩瀬日大 33.03 32.58 1:05.61
3 72 島　田　優　太 茨　城 土浦日大中教校 33.20 33.49 1:06.69
4 75 細　島　涼　雅 茨　城 古河中等教育学校 36.01 35.57 1:11.58
5 78 高　橋　祐　斗 茨　城 愛宕中 38.58 38.46 1:17.04
6 73 竹　内　祐  介 茨　城 江戸川学園取手中 39.56 41.45 1:21.01
7 81 小　崎　浩　幸 茨　城 江戸川学園取手中 49.85 51.17 1:41.02

DID NOT START    ［1st RUN］   2
79 横  島　歩  宇 茨　城 江戸川学園取手中
80 横　島　守  羅 茨　城 江戸川学園取手中

DID NOT FINISH   ［1st  RUN］  2
76 高　村　碧　音 茨　城 下館第一高 GATE No. 7 , 両足不通過
77 小  﨑　正  弘 茨　城 江戸川学園取手高 GATE No. 7 , 両足不通過

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会･第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



成年男子A

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 100 木　村　友　哉 茨　城 MONSTER JAPAN 35.06 34.44 1:09.50
2 117 荻　原　宏　太 茨　城 筑波大学 38.81 37.45 1:16.26
3 93 豊　島　昂　太 茨　城 関東学院大学 51.73 36.11 1:27.84

DID NOT START    ［1st RUN］   3
95 志　関　弘　平 茨　城 東北大学
97 中　村　　　舜 茨　城 カワサキフィールドSC
101 櫻　庭　魁　燿 茨　城 守谷夢彩都SC

DID NOT FINISH   ［1st  RUN］  3
108 齋　藤　嵩　仁 茨　城 関西学院大学 GATE No. 7 , 両足不通過
119 竹　内　大　義 茨　城 筑波大学 GATE No. 7 , 両足不通過
120 矢　崎　 　 航 茨　城 筑波大学 GATE No. 7 , 両足不通過

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

令和2年度県民総合体育大会

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会･第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



成年男子B

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

92 成　田　秀　将 茨　城 カワサキフィールドSC 32.21 32.02 1:04.23
104 宮　本　雄　大 茨　城 水戸市連 34.64 34.52 1:09.16

DID NOT START    ［1st RUN］   2
107 田　中　勇　気 茨　城 日立日立
121 佐　藤　    徹 茨　城 日立日立

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by TiMEPiCKSS TIMING by TiMEPiCKSS

TIMING by TiMEPiCKSS

第37回ﾏｽﾀｰｽﾞ大会･第16回ｼﾞｭﾆｱ大会

令和2年度県民総合体育大会

福島県　檜枝岐村

男子 大回転

公式成績表



成年男子C

ジュリー テクニカルデータ
スタート地点 1100m
フィニッシュ地点 925m

主審 其　田　孝　之 標高差 175m

競技委員長 戸　室　孝　幸

１本目 ２本目
コースセッター 星　　　睦　彦 コースセッター 工　藤　　　聡
前走者 - A - 星　　　大　輔 前走者 - A - 星　　　大　輔
前走者 - B - 遠　藤　　　聡 前走者 - B - 遠　藤　　　聡
前走者 - C - 齋　藤　　　陽 前走者 - C - 齋　藤　　　陽

旗門数 20(19) スタート時間 09:30 旗門数 21(20) スタート時間 11:45
天候 雪質 天候 雪質
スタート／フィニッシュ気温 スタート／フィニッシュ気温

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
ポイント No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 102 中　西　雄　太 茨　城 水戸市連 32.52 32.55 1:05.07
2 96 長谷川　豪　志 茨　城 JAEASC 33.50 33.71 1:07.21
3 98 田　部　訓　英 茨　城 日立水戸 35.09 34.86 1:09.95
4 105 一　戸　勇　人 茨　城 日立佐和 34.95 35.04 1:09.99
5 94 渡　辺　敏　則 茨　城 日立佐和 36.72 36.79 1:13.51
6 99 佐　藤　和　正 茨　城 日本製鉄鹿島SC 36.99 37.59 1:14.58
7 103 舛　井　禎　久 茨　城 JAEASC 37.54 37.70 1:15.24
8 106 冨　田　正　人 茨　城 筑波学園SC 38.79 38.12 1:16.91
9 115 柴　﨑　功　士 茨　城 取手市SC 38.18 40.95 1:19.13
10 113 田　村　健　道 茨　城 JAEASC 41.06 42.79 1:23.85
11 118 岡　田　    賢 茨　城 筑波学園SC 47.75 45.68 1:33.43

10-01-2021 / 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 GM3 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

令和2年度県民総合体育大会
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男子 大回転

公式成績表



成年男子C

順位ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 １本目 ２本目 合　計 レース
No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

DID NOT START    ［1st RUN］   7
91 齋　藤　修　二 茨　城 下妻市SC
109 齋　藤　博　幸 茨　城 勝田ｽﾉｰｸﾗﾌﾞ
110 田　中　　  基 茨　城 日立日立
111 瀬　戸　信　治 茨　城 日立日立
112 木　嶋　伸　行 茨　城 筑波学園SC
114 土　居　 　 昭 茨　城 日立日立
116 田　中　暢　宏 茨　城 笠間市連

DID NOT START    ［2nd RUN］   0

レース
ポイント
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