
２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 １組 小学４年以下女子

ジュリー

技術代表
主審

１本目 ２本目

高橋 政博
吉田 光彦

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 プリンスゲレンデ

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

0

0

m

m

-A-

(21)

:

２本目 公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

-A-
-B-
-C-

天候

:

雪質

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

桐山 真一 桐山 真一

21 (20)旗門数 20

標高差 0 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 / ℃

天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

雪質

/ ℃

旗門数

開始時刻

コースセッター

競技委員長 遠藤 茂哉

参加選手数 37

前走者

参加選手数 34

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

チームインターアルペン雫1 早川 和 45.02 1:26.9141.890005 (4)

ＡＰＰＩ Ｊｒ2 佐藤 史佳 45.37 1:27.3341.960001 (4)

二本松ｽﾎﾟ少3 本田 蒼衣 44.51 1:27.6843.170016 (3)

奥中山高原スポ少4 菅原 華奈 44.64 1:28.4443.800017 (4)

沼宮内ジュニア5 斉藤 桃香 44.52 1:28.8944.370021 (4)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少6 中村 明 45.12 1:29.4644.340008 (4)

チームインターアルペン雫7 乗上 志歩 45.86 1:31.2245.360014 (3)

平庭高原Ｊｒ8 二橋 綾乃 46.40 1:31.3744.970002 (4)

田山スポ－ツ少年団9 上野 李奈 47.64 1:32.0044.360024 (4)

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ10 竹澤みさと 47.52 1:33.2145.690009 (4)

安代スポ少11 田口かあら 47.19 1:34.6347.440015 (4)

安代スポ少12 青木咲里央 48.60 1:34.9046.300003 (4)

雫石スポ少13 佐藤 詩帆 47.19 1:34.9747.780022 (2)

ＡＰＰＩ Ｊｒ14 小野寺 寧 48.46 1:35.0046.540032 (4)

雫石スポ少15 佐久山 希 47.14 1:36.5649.420007 (4)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 １組 小学４年以下女子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

ＡＰＰＩ Ｊｒ16 三ヶ田彩乃 50.68 1:38.9848.300027 (3)

一戸スポ－ツ少年団17 柴田 爽 50.43 1:39.5049.070025 (4)

松尾ジュニア18 鈴木柚利奈 48.74 1:40.3451.600004 (4)

ＡＰＰＩ Ｊｒ19 安保 星奈 51.50 1:41.5550.050011 (4)

浄法寺スポ少20 小野莉絵子 50.49 1:42.3151.820020 (4)

田山スポ－ツ少年団21 三浦 愛美 52.27 1:45.4353.160023 (3)

雫石スポ少22 簗場 佳乃 53.57 1:46.2252.650012 (4)

赤羽根SSJr23 菊池 雛 53.26 1:46.4953.230026 (4)

浄法寺スポ少24 荒木 優花 57.65 1:46.6448.990031 (3)

くのへジュニア25 浅水 愛佳 54.01 1:48.5754.560010 (3)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少26 吉田 愛梨 54.41 1:48.9054.490037 (3)

志賀来スポ少27 三浦 葵衣 55.11 1:49.3754.260018 (4)

チームインターアルペン雫28 加藤 安奈 54.90 1:49.6354.730033 (1)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少29 菅原 亜美 56.35 1:53.7757.420028 (4)

安代スポ少30 種市 莉子 56.04 1:54.6758.630029 (3)

雫石スポ少31 吉田 陽 58.81 1:58.1259.310030 (2)

雫石スポ少32 川代 杏 59.27 2:03.641:04.370034 (1)

1st DID NOT START 3

潟上市立天王小学校平尾 彩未0006 (4)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少阿部 希音0019 (4)

雫石スポ少簗場 ゆい0036 (1)

2nd DID NOT FINISH 2

一関市スポ少高金 里沙0013 (4)

安代スポ少田口かんな0035 (3)

#
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ２組 小学４年以下男子

ジュリー

技術代表
主審

１本目 ２本目

高橋 政博
吉田 光彦

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 プリンスゲレンデ

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

0

0

m

m

-A-

(21)

:

２本目 公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

-A-
-B-
-C-

天候

:

雪質

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

桐山 真一 桐山 真一

21 (20)旗門数 20

標高差 0 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 / ℃

天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

雪質

/ ℃

旗門数

開始時刻

コースセッター

競技委員長 遠藤 茂哉

参加選手数 61

前走者

参加選手数 55

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

ＥＳＳ1 松田 大雅 41.49 1:22.1340.640039 (4)

一関市スポ少2 高橋 詠 42.20 1:23.4641.260061 (4)

志賀来スポ少3 高橋 大海 43.22 1:25.0141.790059 (4)

浄法寺スポ少4 田口 進午 42.85 1:25.5342.680040 (4)

沼宮内ジュニア5 渡 侑介 42.53 1:25.5543.020038 (4)

志賀来スポ少6 高橋 航太 44.04 1:25.6941.650075 (4)

沼宮内ジュニア7 下川原潤都 43.42 1:26.3842.960056 (4)

松尾ジュニア8 吉田 皇 43.60 1:28.0444.440045 (4)

志賀来スポ少9 高橋 幸翼 46.64 1:28.5741.930042 (4)

平庭高原Ｊｒ10 塩倉 恒聖 44.36 1:28.6344.270072 (4)

平庭高原Ｊｒ11 大石 葉介 45.20 1:29.6844.480060 (3)

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ12 高橋 悠太 47.15 1:30.9543.800043 (4)

松尾ジュニア13 佐々木幸大 46.27 1:32.0945.820067 (4)

太田東小学校14 藤原 博紹 46.60 1:32.1345.530048 (3)

花巻スポ少15 阿部 春汰 46.47 1:32.1845.710050 (3)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ２組 小学４年以下男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

雫石ジュニア16 藤原 大樹 47.44 1:32.9745.530088 (4)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少17 佐々木 拓 47.06 1:34.0847.020090 (4)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少18 三上 剛 47.75 1:34.8447.090066 (3)

大崎市立第三小学校19 小野寺 岳 48.84 1:35.5746.730052 (4)

雫石スポ少20 簗場 丈 48.04 1:36.4948.450070 (4)

一戸スポ－ツ少年団21 袖子田斗真 49.84 1:37.8948.050057 (4)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少22 豊島 充朗 49.49 1:38.8149.320080 (3)

志賀来スポ少23 三浦 海都 50.01 1:39.0449.030098 (2)

雫石スポ少24 川代 迅 49.91 1:39.8049.890084 (3)

チームインターアルペン雫25 佐々木和真 49.36 1:40.2150.850058 (4)

チームインターアルペン雫26 佐々木悠真 49.61 1:41.0751.460081 (2)

一戸スポ－ツ少年団27 圓子 滉 50.10 1:42.4952.390065 (4)

安代スポ少28 斎藤 廉 52.33 1:43.3451.010079 (3)

雫石ジュニア29 鈴木 慶嵩 51.77 1:43.4351.660087 (3)

安代スポ少30 矢部 魁一 52.52 1:44.2451.720063 (3)

雫石ジュニア31 阿部 晴喜 52.61 1:45.5352.920085 (3)

雫石ジュニア32 田中 櫻士 53.52 1:48.6555.130094 (2)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少33 沢藤 嶺 47.96 1:48.771:00.810076 (3)

安代スポ少34 伊藤 大智 54.90 1:48.8453.940051 (4)

安代スポ少35 土橋 海都 54.38 1:48.8854.500073 (3)

ＥＳＳ36 友永 柊 54.56 1:49.5655.000077 (3)

雫石ジュニア37 鈴木 悠斗 55.79 1:53.0457.250093 (2)

雫石スポ少38 三戸 僚真 49.00 1:53.631:04.630092 (2)

雫石スポ少39 藤原 拓磨 53.55 1:54.151:00.600097 (1)

赤羽根SSJr40 菅原規司郎 51.31 1:55.111:03.800074 (3)

チームインターアルペン雫41 佐々木源太 52.94 2:01.701:08.760083 (2)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少42 宮野新千翔 55.80 2:02.091:06.290096 (2)

雫石スポ少43 土樋 迅 1:19.23 2:04.5845.350086 (2)

1st DID NOT START 6

チームインターアルペン雫乗上 啓太0046 (2)

田山スポ－ツ少年団工藤 颯悠0047 (4)

ＥＳＳ横欠 壱成0054 (3)

湖北小学校見上 竜0055 (4)

志賀来スポ少高橋 楽惟0089 (4)

チームインターアルペン雫杉田 真英0095 (1)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ２組 小学４年以下男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

2nd DID NOT START 1

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ梅川 晃平0064 (3)

2nd DID NOT FINISH 10

網張ジュニア吉田 海夢0044 (3)

くのへジュニア下川原涼太0068 (2)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少阿部 健汰0041 (4)

ＡＰＰＩ Ｊｒ中野 慎詞0053 (3)

雫石スポ少高橋 諒介0049 (4)

雫石ジュニア佐藤 光0069 (3)

雫石スポ少藤原 晴輝0078 (3)

雫石ジュニア天川 直紀0091 (3)

奥中山高原スポ少中村 優央0062 (4)

沼宮内ジュニア渡 開登0082 (2)

2nd DISQUALIFIED 1

大崎市立第三小学校小野寺 渓 Gate 15 Rule 629-30071 (1)

#

Data Processing By THA&KS Official Timing Data By ALGE
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ３組 小学５・６年女子

ジュリー

技術代表
主審

１本目 ２本目

高橋 政博
吉田 光彦

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 プリンスゲレンデ

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

0

0

m

m

-A-

(21)

:

２本目 公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

-A-
-B-
-C-

天候

:

雪質

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

桐山 真一 桐山 真一

21 (20)旗門数 20

標高差 0 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 / ℃

天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

雪質

/ ℃

旗門数

開始時刻

コースセッター

競技委員長 遠藤 茂哉

参加選手数 36

前走者

参加選手数 32

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

松尾ジュニア1 畠山 睦美 40.71 1:21.7141.000105 (6)

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ2 竹澤ゆきみ 41.08 1:21.9340.850104 (6)

一関市スポ少3 高橋 夢 41.99 1:22.4640.470109 (6)

雫石ジュニア4 袖林怜緒菜 41.13 1:23.2542.120102 (6)

網張ジュニア5 小船 瑠子 41.96 1:23.3141.350101 (6)

ＡＰＰＩ Ｊｒ6 安保 未早 42.20 1:23.8841.680099 (6)

チームインターアルペン雫7 加藤 純奈 41.96 1:24.3342.370100 (6)

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ8 高橋 優衣 42.72 1:26.3043.580134 (6)

松尾ジュニア9 新里 亜子 40.26 1:26.4446.180131 (6)

川舟スポーツ少年団10 石川 栞銘 42.69 1:26.5543.860110 (5)

平庭高原Ｊｒ11 和野ひなた 43.26 1:27.8144.550125 (5)

雫石スポ少12 小谷地美冬 43.92 1:28.0344.110103 (6)

沼宮内ジュニア13 大宮 咲 44.53 1:29.6145.080117 (5)

ＡＰＰＩ Ｊｒ14 及川 汐音 45.43 1:30.2744.840130 (5)

浄法寺スポ少15 田口 七海 43.50 1:30.5147.010121 (6)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ３組 小学５・６年女子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

田山スポ－ツ少年団16 三浦 綾佳 45.58 1:31.4545.870120 (6)

田山スポ－ツ少年団17 三浦 華子 46.92 1:32.8145.890108 (6)

一本杉スポ少18 新田 彩音 46.92 1:33.1446.220118 (6)

ＡＰＰＩ Ｊｒ19 遠藤 里央 42.51 1:33.5151.000119 (5)

安代スポ少20 藤村 円佳 46.56 1:35.1648.600113 (5)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少21 高橋 美乃 47.41 1:35.7648.350111 (5)

雫石ジュニア22 滝澤 茉由 48.38 1:36.0547.670127 (5)

北上スポーツ少年団23 柴田 歩 42.03 1:38.2756.240112 (6)

川舟スポーツ少年団24 石川 亜葵 49.31 1:39.0149.700124 (5)

チームインターアルペン雫25 杉田 爽 50.43 1:42.7252.290133 (5)

浄法寺スポ少26 三浦 愛美 49.09 1:43.3954.300132 (5)

田山スポ－ツ少年団27 森 瑛梨奈 47.90 1:50.751:02.850128 (6)

浄法寺スポ少28 下舘 歩実 45.01 1:56.791:11.780107 (6)

一戸スポ－ツ少年団29 圓子 晴菜 44.80 1:59.701:14.900115 (6)

1st DID NOT START 3

くのへジュニア山本 瑞紀0114 (6)

松尾ジュニア中村綺莉子0116 (6)

一関市スポ少千田 萌0122 (6)

1st DID NOT FINISH 1

一本杉スポ少高橋 結0126 (5)

2nd DID NOT FINISH 3

平庭高原Ｊｒ下斗米明莉0106 (5)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少澤瀬 瑞0123 (5)

松尾ジュニア工藤なつみ0129 (5)

#
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ４組 小学５・６年男子

ジュリー

技術代表
主審

１本目 ２本目

高橋 政博
吉田 光彦

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 プリンスゲレンデ

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

0

0

m

m

-A-

(21)

:

２本目 公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

-A-
-B-
-C-

天候

:

雪質

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

岡森 篤 岡森 篤

21 (20)旗門数 20

標高差 0 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 / ℃

天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

雪質

/ ℃

旗門数

開始時刻

コースセッター

競技委員長 遠藤 茂哉

参加選手数 76

前走者

参加選手数 69

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

雫石スポ少1 小野寺建太 37.78 1:14.4536.670136 (6)

沼宮内ジュニア2 大畑 征洋 37.03 1:14.6637.630174 (6)

平庭高原Ｊｒ3 塩倉 悠靖 37.69 1:14.7537.060160 (6)

チームインターアルペン雫4 吉川 駿 37.85 1:14.8637.010137 (5)

上田小学校5 鈴木 慶樹 37.76 1:15.0337.270163 (5)

松尾ジュニア6 佐々木亮哉 37.52 1:15.6238.100140 (6)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少7 熊谷 真倫 37.75 1:15.7838.030143 (6)

網張ジュニア8 稲垣 涼 37.67 1:15.9338.260146 (6)

赤羽根SSJr9 別所 徹 38.24 1:16.1337.890148 (6)

湯本小学校10 伊藤 甲斐 38.01 1:16.1638.150169 (6)

厨川小学校10 藤原静一朗 38.20 1:16.1637.960149 (6)

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ12 栗谷 京生 37.86 1:16.5538.690156 (6)

遠野小学校13 澤村祐之介 38.52 1:16.8538.330173 (5)

雫石スポ少14 八重樫耕生 39.31 1:18.8839.570180 (5)

一戸スポ－ツ少年団15 佐藤 翔 39.40 1:19.1639.760135 (6)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ４組 小学５・６年男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

くのへジュニア16 下川原雄大 39.09 1:19.3740.280172 (5)

奥中山高原スポ少17 駒木 智成 39.21 1:19.5040.290165 (5)

中野小学校18 吉田 佑 38.82 1:19.5540.730150 (6)

奥中山高原スポ少19 駒木 貴成 39.74 1:19.8240.080145 (6)

一本杉スポ少20 高橋 洋輝 39.53 1:19.8540.320170 (6)

ＡＰＰＩ Ｊｒ21 菅原 智直 39.55 1:19.8740.320161 (5)

ＡＰＰＩ Ｊｒ22 澤田成士郎 39.97 1:19.9039.930197 (5)

松尾ジュニア23 高橋 啓 40.10 1:20.1040.000201 (6)

花巻スポ少24 小田島 稜 40.01 1:20.2640.250144 (6)

雫石ジュニア25 田中 柊里 39.10 1:20.5541.450153 (6)

一本杉スポ少26 高橋 佑哉 39.97 1:20.9941.020159 (6)

志賀来スポ少27 高橋 汰空 40.15 1:21.0040.850158 (6)

滝沢東小学校28 伊藤 航 40.28 1:21.6041.320175 (5)

ＡＰＰＩ Ｊｒ29 三ヶ田泰良 40.82 1:22.5441.720196 (5)

松尾ジュニア30 佐々木晴哉 41.24 1:23.1941.950189 (6)

雫石スポ少31 簗場 光成 38.53 1:24.1645.630166 (6)

チームインターアルペン雫32 畠山 幸村 41.58 1:24.3742.790167 (5)

奥中山高原スポ少33 昆 雄輔 41.62 1:24.7843.160184 (6)

安代スポ少34 畠山 圭太 41.52 1:24.9843.460152 (5)

雫石ジュニア35 一本木優太 42.23 1:25.4943.260208 (5)

雫石ジュニア36 水口 寛成 42.39 1:25.6743.280183 (6)

赤羽根SSJr37 菊池 颯 42.16 1:25.9443.780177 (6)

赤羽根SSJr38 田中聡一郎 43.07 1:26.2343.160188 (6)

志賀来スポ少39 佐藤 玲太 42.87 1:26.4143.540162 (5)

雫石ジュニア40 山本 雄也 42.47 1:26.5944.120190 (6)

浄法寺スポ少41 樋口 蓮 43.61 1:26.8743.260164 (6)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少42 宮野 航平 43.48 1:27.0943.610181 (6)

松尾ジュニア43 高橋 雅人 44.87 1:27.5142.640203 (5)

花巻スポ少44 阿部 優斗 43.36 1:27.8344.470198 (5)

田山スポ－ツ少年団45 杉本 光汰 43.03 1:27.8644.830155 (6)

花巻スポ少46 阿部 拓磨 43.51 1:27.9344.420182 (6)

松尾ジュニア47 吉田 尊 43.90 1:28.4444.540207 (6)

雫石ジュニア47 笹田 英哲 43.02 1:28.4445.420200 (5)

雫石スポ少49 野中 広大 43.69 1:28.7145.020202 (5)

安代スポ少50 小山田慎治 42.93 1:29.1146.180187 (5)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ４組 小学５・６年男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

志賀来スポ少51 高橋 凛来 43.94 1:29.3345.390178 (5)

湯田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞ52 梅川 龍哉 44.16 1:29.3545.190171 (5)

安代スポ少52 羽沢駿之介 43.92 1:29.3545.430179 (5)

奥中山高原スポ少54 濱﨑 優雅 44.57 1:29.4244.850191 (6)

安代スポ少55 青木 潔央 45.34 1:31.5346.190142 (6)

松尾ジュニア56 田村 亨太 45.25 1:32.3447.090210 (5)

赤羽根SSJr57 平山 大志 45.54 1:33.3947.850209 (5)

雫石ジュニア58 上村 健仁 45.06 1:33.8048.740194 (6)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少59 木船 拓海 50.68 1:36.2045.520154 (5)

田山スポ－ツ少年団60 大里 俊哉 50.16 1:41.4851.320176 (6)

安代スポ少61 斉藤 優也 52.26 1:42.9050.640206 (5)

安代スポ少62 種市 廉 1:27.19 2:17.4850.290193 (5)

1st DID NOT START 5

雫石ジュニア猿子 翔太0141 (6)

花巻スポ少山下 昻宏0157 (6)

滝沢小学校菅原 礼偉0168 (6)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少高橋 匠0186 (6)

赤羽根SSJr小森 利真0195 (6)

1st DISQUALIFIED 2

松尾ジュニア五日市隼人 Gate 19 Rule 629-30151

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少大澤 玲於 Gate 9 Rule 629-30204

2nd DID NOT START 1

チームインターアルペン雫浅沼 貴喜0185

2nd DID NOT FINISH 6

赤羽根SSJr村上 徹至0138

ＡＰＰＩ Ｊｒ小野寺謙信0139

沼宮内ジュニア鈴木 隼輔0147

沼宮内ジュニア斉藤 祐太0192

赤羽根SSJr佐々木奎太0199

赤羽根SSJr佐々木一穂0205
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ４組 小学５・６年男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

#
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ５組 中学女子

ジュリー

技術代表
主審

１本目 ２本目

高橋 政博
吉田 光彦

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 プリンスゲレンデ

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

0

0

m

m

-A-

(21)

:

２本目 公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

-A-
-B-
-C-

天候

:

雪質

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

岡森 篤 岡森 篤

21 (20)旗門数 20

標高差 0 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 / ℃

天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

雪質

/ ℃

旗門数

開始時刻

コースセッター

競技委員長 遠藤 茂哉

参加選手数 23

前走者

参加選手数 21

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

ＡＰＰＩ Ｊｒ1 佐藤 麻美 37.98 1:15.8337.850211 (2)

奥中山中学校2 上村 果 37.84 1:16.0538.210222 (2)

雫石中学校3 袖林 瑠衣 38.23 1:16.1137.880219 (1)

ＡＰＰＩ Ｊｒ4 山崎野乃花 38.03 1:16.3038.270212 (3)

ＡＰＰＩ Ｊｒ5 荒川 沙絵 38.45 1:16.3437.890215 (1)

雫石中学校6 久保田美鈴 37.77 1:16.4738.700218 (2)

ＡＰＰＩ Ｊｒ7 佐々木美友 38.34 1:16.7638.420216 (3)

ＡＰＰＩ Ｊｒ8 岩舘 咲 39.02 1:17.5938.570214 (3)

ＡＰＰＩ Ｊｒ9 中野 歩美 39.72 1:18.5938.870223 (1)

浄法寺スポ少10 堀口 桃子 39.38 1:19.4540.070225 (2)

雫石中学校11 上野 小春 39.41 1:19.5640.150221 (1)

北陵中学校12 北田 悠 39.07 1:19.8840.810217 (2)

田山中学校13 森 有沙 39.45 1:20.4741.020227 (2)

平庭高原Ｊｒ14 二橋 弥生 40.58 1:21.7841.200231 (2)

沢内中学校15 刈田 ルル 40.99 1:22.1941.200224 (1)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ５組 中学女子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少16 澤瀬 燈 43.41 1:26.9543.540232 (1)

田山中学校17 杉本 佳奈 42.73 1:27.0644.330229 (2)

赤羽根SSJr18 白岩真由子 43.54 1:27.1043.560230 (1)

赤羽根SSJr19 佐々木麻衣 46.62 1:34.5847.960233 (1)

雫石中学校20 小田中美里 1:15.32 2:00.4645.140228 (2)

1st DID NOT START 2

ＡＰＰＩ Ｊｒ伊藤 楓0213 (2)

くのへジュニア浅水 洸佳0220 (1)

2nd DID NOT FINISH 1

北上スポーツ少年団平野 未来0226 (1)

#
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ６組 中学男子

ジュリー

技術代表
主審

１本目 ２本目

高橋 政博
吉田 光彦

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 プリンスゲレンデ

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

0

0

m

m

-A-

(21)

:

２本目 公式成績表

-B-
-C-

開始時刻

-A-
-B-
-C-

天候

:

雪質

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

七ツ田 卓
佐藤 日和
南野 光稀

岡森 篤 岡森 篤

21 (20)旗門数 20

標高差 0 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 / ℃

天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

雪質

/ ℃

旗門数

開始時刻

コースセッター

競技委員長 遠藤 茂哉

参加選手数 60

前走者

参加選手数 55

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

ＡＰＰＩ Ｊｒ1 伊藤 夏輝 34.77 1:11.3536.580234 (3)

くのへジュニア2 高倉 未来 35.19 1:11.6836.490236 (3)

厨川中学校3 中村 亘 35.94 1:12.7136.770242 (3)

岩手中学4 小田中奎太 35.85 1:13.0137.160237 (3)

くのへジュニア5 触沢 修平 35.59 1:13.0437.450239 (3)

雫石中学校6 讃岐 友人 36.05 1:13.1037.050238 (2)

松尾ジュニア7 齋藤 優 35.93 1:13.3637.430241 (2)

一関市立東山中学校8 千田 将大 35.70 1:13.8838.180235 (3)

松尾ジュニア9 山本 拓実 37.00 1:14.3537.350248 (1)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少10 三上 峻 37.07 1:14.3737.300264 (2)

赤羽根SSJr11 白岩 大樹 37.78 1:15.1737.390283 (3)

松尾ジュニア12 高橋 峻 37.52 1:15.2837.760263 (1)

ＡＰＰＩ Ｊｒ13 隅本 潮乃 37.34 1:15.3237.980250 (1)

雫石中学校14 笹田 明誠 37.64 1:15.3737.730240 (2)

北上スポーツ少年団15 吉田 豪 37.12 1:15.3938.270249 (1)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ６組 中学男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

くのへジュニア16 笹木 晃平 37.17 1:15.4238.250245 (2)

滝沢第二中学校17 伊藤 新 37.19 1:15.4938.300244 (2)

ＡＰＰＩ Ｊｒ18 澤田優士郎 37.86 1:16.0438.180255 (2)

一戸スポ－ツ少年団19 柴田 大一 37.88 1:16.1538.270253 (2)

雫石中学校20 木船 啓佑 37.93 1:16.2538.320275 (2)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少20 沢藤 碧 37.57 1:16.2538.680247 (3)

ＡＰＰＩ Ｊｒ22 野場 郁 37.51 1:16.3438.830243 (1)

松尾ジュニア23 工藤 柊 37.24 1:16.4539.210266 (1)

浄法寺スポ少24 三浦 陸 37.90 1:16.7738.870251 (2)

上田中学校25 鈴木 優樹 37.36 1:17.0739.710261 (2)

安代中学校26 斎藤 雅史 38.17 1:17.1739.000254 (1)

松尾ジュニア27 木村 陽 38.73 1:17.3438.610268 (1)

ＡＰＰＩ Ｊｒ28 澤田賢士郎 38.35 1:17.3739.020246 (3)

雫石中学校29 松田 悠雅 38.57 1:17.5638.990259 (1)

沢内中学校30 刈田 圭佑 38.42 1:17.5939.170262 (1)

雫石中学校31 一本木健太 38.39 1:17.6839.290272 (1)

雫石中学校32 矢幅 光 38.90 1:17.7138.810291 (1)

沢内中学校33 高橋 愛斗 38.96 1:18.4439.480265 (2)

ＥＳＳ34 金野 晃大 39.04 1:18.7439.700292 (1)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少35 金野 巧 38.99 1:19.3840.390269 (2)

花巻スポ少36 阿部 春祐 40.03 1:19.4939.460285 (2)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少36 山岸 雅史 38.67 1:19.4940.820267 (2)

田山中学校38 安保 友貴 39.48 1:19.9340.450273 (2)

浄法寺スポ少39 小野 恭輔 39.08 1:20.4641.380270 (1)

ＡＰＰＩ Ｊｒ40 三浦 弘嗣 39.75 1:20.5040.750282 (3)

ＥＳＳ41 小笠原慶太 39.55 1:20.5240.970279 (1)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少42 豊島 宜朗 40.34 1:21.0040.660286 (1)

雫石中学校43 七ッ田 渉 40.20 1:21.5541.350271 (2)

田山中学校44 山本 隆雅 40.76 1:22.4441.680277 (1)

盛岡市ｽｷｰｽﾎﾟ少45 小野 隼太 41.71 1:23.2241.510290 (2)

松尾ジュニア46 佐藤 好樹 41.90 1:23.3841.480287 (2)

雫石スポ少46 簗場 成純 41.32 1:23.3842.060276 (3)

赤羽根SSJr48 佐藤 直哉 40.77 1:23.4642.690288 (2)

ＥＳＳ49 梶田 輝一 42.33 1:23.8041.470278 (2)

赤羽根SSJr50 平山 武志 41.93 1:24.1342.200293 (1)
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２００９ ＳＡＬＯＭＯＮ ＣＵＰ
第２５回雫石ジュニアアルペンスキー大会

大回転競技 ６組 中学男子

順位 Bib 競技者--------------------------- １本目 ２本目
No. 氏 名 所属 タイム タイム

合計
タイム(学年)

北上スポーツ少年団51 竹澤 大樹 38.30 1:25.7147.410256 (2)

岩手中学52 田口 智之 42.19 1:26.3044.110281 (2)

1st DID NOT START 2

沼宮内ジュニア大宮 空0260 (2)

雫石中学校天川 優輝0280 (2)

1st DID NOT FINISH 2

沢内中学校高橋 一輝0258 (2)

一戸スポ－ツ少年団関上 彰0274 (2)

1st DISQUALIFIED 1

北上南中学校小野寺健人 Gate 20 Rule 629-30252

2nd DID NOT FINISH 3

松尾ジュニア工藤 大和0257

一関市スポ少熊谷 輝0284

二本松ｽﾎﾟ少佐藤 裕太0289

#

Data Processing By THA&KS Official Timing Data By ALGE
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