
  2022栂池ジュニアＣｕｐ

ＮＳＤ杯

3・4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 小林 準也 [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 森 和成 [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

301 福井　丈 長野 車山ジュニア 3
302 須河　宥太 富山 井波ジュニアレーシン 4
303 ハリー　ワトソン 長野 岩岳ジュニアレーシン 4
304 深澤　桃李 長野 小谷小学校 3
305 小湊　胡太郎 長野 泉台小学校 4
306 清水　陽介 長野 飯山小学校 3
307 渡邊　善大 長野 白馬南小学校 3
308 塩島　蓮 長野 岩岳ジュニアレーシン 4
309 櫻井　結人 長野 菅平小学校 4
310 井出　笙珠 長野 北相木小学校 4
311 川上　景太 長野 川上第二小学校 3
312 近藤　武尊 長野 車山ジュニア 3
313 栗岩　嘉映 長野 泉台小学校 4
314 鶴田　和也 長野 川上第二小学校 4
315 中橋　廉造 長野 車山ジュニア 3
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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

316 宇海　翼希 長野 スキーチーム大町 4
317 馬場　瞬作 長野 湯の丸ジュニア 4
318 関　源晟 長野 木島平小学校 4
319 奥原　繋玖 長野 奈川小学校 3
320 鎌田　葵音 長野 軽井沢ジュニアレーシ 3
321 山嵜　礼大 長野 木島平小学校 4
322 由井　俊平 長野 川上第一小学校 4
323 根岸　桜真 東京 バディスキークラブ 4
324 水落　洋哉 長野 野沢温泉小学校 3
325 赤松　千寿 長野 車山ジュニア 4
326 荻原　響 長野 泉台小学校 4
327 高藤　樹 長野 木島平小学校 4
328 山崎　晟 長野 軽井沢西部小学校 3
329 井戸　悠人 長野 山ノ内東小学校 3
330 佐々木　慶一郎 長野 軽井沢ジュニアレーシ 3
331 深澤　出帆 長野 小谷小学校 4
332 宮崎　志穏 長野 菅平小学校 4
333 砂田　昊ノ輔 長野 岩岳ジュニアレーシン 4
334 中澤　修 長野 乗鞍ジュニア 3
335 ハインズウイリア 長野 野沢温泉小学校 4
336 中澤　一誠 長野 白馬南小学校 3
337 山嵜　遼輔 長野 山田温泉少年SC 4
338 清水　朝陽 長野 泉台小学校 3
339 一之瀬　道 長野 菅平小学校 4
340 齋藤　有 長野 乗鞍ジュニア 4
341 曺　永宇 神奈川 白幡小学校 4
342 遠藤　雅虎 長野 野沢温泉小学校 4
343 宗川　瑛太 長野 白馬南小学校 4
344 宮崎　悠太 長野 野沢温泉小学校 4
345 荒川　龍平 長野 車山ジュニア 4
346 平出　快音 長野 米沢小学校 4
347 森　大雪 長野 野沢温泉小学校 4
348 田中　旭 長野 岩岳ジュニアレーシン 3
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