
  2022栂池ジュニアＣｕｐ

ＮＳＤ杯

5・6年男子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 板倉 裕木治 [長野] コース名

馬の背南GSコース
主審 香山 知生 [長野] スタート地点 1251m

フィニッシュ地点 996m
競技委員長 深澤 哲 [長野] 標高差 255m

ホモロゲーションNo. SAJ04-GS-169/15

コースセッター 村本 清太郎 [長野]

旗門数 OPEN スタート時間

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

101 萩原　瑠彩 長野 八方レーシング 5
102 佐藤　銀河 新潟 湯之谷JRC 5
103 眞鍋　親ノ介 長野 松川小学校 6
104 田中　知尋 長野 軽井沢ジュニアレーシ 5
105 松川　和真 長野 野沢温泉小学校 5
106 徳武　和季 長野 戸隠ジュニア 5
107 竹内　文哉 長野 湯の丸ジュニア 5
108 小熊　健祐 東京 小平第４小学校 6
109 山田　航輝 長野 小谷小学校 5
110 鈴木　瑛心 長野 スキーチーム大町 6
111 徳武　生馬 長野 白馬南小学校 5
112 武居　樟 長野 福島小学校 5
113 小林　春琉 長野 湯の丸ジュニア 6
114 宇海　塁輝 長野 スキーチーム大町 6
115 鎌田　信 長野 野沢温泉小学校 5
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 県　名 所　属　名

116 山岸　渓太 長野 湯の丸ジュニア 6
117 田川　翔太 長野 福島小学校 6
118 竹節　悠大 長野 山ノ内東小学校 6
119 添田　咲太朗 長野 木島平小学校 5
120 徳竹　英士 長野 山ノ内東小学校 5
121 清水　雅俊 長野 飯山小学校 6
122 大石　楓真 東京 杉並和泉学園 5
123 塚越　淳 長野 野沢温泉小学校 5
124 吉沢　漸ノ翼 長野 岩岳ジュニアレーシン 5
125 谷　彦一 長野 富士見高原ジュニアス 6
126 長谷　岳飛 長野 車山ジュニア 5
127 丸山　颯大 長野 八方レーシング 6
128 高橋　知也 長野 スキーチーム大町 6
129 篠原　優太 長野 中野小学校 6
130 川口　諒恭 長野 塩尻西小学校 5
131 菊地　尚樹 東京 赤堤小学校 5
132 宮崎　玲穏 長野 菅平小学校 6
133 上野　蒼介 長野 湯の丸ジュニア 6
134 茂木　鉄平 長野 更科小学校 6
135 佐藤　沙是 新潟 湯之谷JRC 5
136 小林　輝英 長野 山ノ内東小学校 6
137 田川　遥太 長野 福島小学校 6
138 岡田　徠夢 長野 山ノ内西小学校 6
139 太谷　成吾 長野 八方レーシング 5
140 奈良尾　悠空 長野 福島小学校 6
141 林　愛琉 長野 川上第二小学校 6
142 依田　蒼大 長野 湯の丸ジュニア 5
143 伊東　拓真 長野 車山ジュニア 5
144 丸山　ディゼル　 長野 八方レーシング 6
145 石原　遼明 長野 白馬南小学校 6
146 酒井　悠真 長野 戸狩小学校 5
147 近藤　大和 長野 車山ジュニア 5
148 山岸　稜太 長野 湯の丸ジュニア 6
149 松井　照尭 富山 井波ジュニアレーシン 5
150 千葉　稜太 長野 原小学校 6
151 田中　遼介 東京 西梶ヶ谷小学校 5
152 龍口　智之進 長野 城山小学校 6
153 千野　友輔 長野 山ノ内東小学校 5
154 大日方　禅治 長野 戸隠ジュニア 6
155 河野　聖良 長野 野沢温泉小学校 6
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156 極意　考臣 長野 戸隠ジュニア 5
157 井出　劉聖 長野 北相木小学校 6
158 成田　光輝 長野 菅平小学校 6
159 田中　颯 長野 岩岳ジュニアレーシン 5
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