
2019年4月21日（日）
長野県　Hakuba47 ウインタースポーツパーク

競技委員長： 金井　明伸 Hakuba47SBS コース名： R-４
主審： 中山　結生 Hakuba47SBS 全　長： 220m

スタート審判： 古谷　美紀 Hakuba47SBS 最大斜度： 16°
旗門審判長： Curtis Munsey Hakuba47SBS 平均斜度： 12°
計時計算係： 中山　結生 Hakuba47SBS 標高差： 45m

コースセッター： 金井　明伸 Hakuba47SBS スタート地点標高： 1140m
ゴール地点標高： 1095m
旗門数1・2本目： 旗門

開始時間： 9:30 a.m. 旗門数3本目： 旗門
天候：

キッズ低学年男女の部

スタート順 ＢＩＢ 氏名 シメイ

1 201 本間 力 ホンマ チカラ

2 202 加藤 蒼 カトウ アオイ

3 203 早川 橙 ハヤカワ ダイダイ

4 204 坂田  暢 サカタ ノフル

5 205 瀬在 駿成 セザイ シュンセイ

キッズ高学年男女の部

スタート順 ＢＩＢ 氏名 シメイ

1 1 若松 龍之介 ワカマツ リュウノスケ

2 2 岩崎 芽依 イワサキ メイ

3 3 鈴木 眞 スズキ マヒロ

4 4 坂田 斡 サカタ メグル

5 5 仲田 伊吹 ナカダ イブキ

6 6 岡江 志和 オカエ シオ

7 7 若松 虎次郎 ワカマツ コジロウ

8 8 忍足 拓海 オシダリ タクミ 47ボード塾
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ビギナー男子の部

スタート順 ＢＩＢ 氏名 シメイ

1 21 大野 友暉 オオノ ユウキ

2 22 村上 創太 ムラカミ ソウタ

3 23 山下 毅洋 ヤマシタ タケヒロ

4 24 門谷 勝也 モンタニ カツヤ

5 25 冨松 浩一 トミマツ ヒロカズ

オープン女子の部

スタート順 ＢＩＢ 氏名 シメイ

1 41 梶原 由貴 カジハラ ユキ

2 42 松島 真莉恵 マツシマ マリエ

3 43 中西 真理 ナカニシ マリ

4 44 鈴木 郁美 スズキ アヤミ

5 45 門谷 秋花 モンタニ シュウカ

6 46 石内 彩未 イシウチ アヤミ

7 47 藤城 安紀子 フジシロ アキコ

8 48 松田 安咲子 マツダ アサコ

9 49 土田 聡子 ツチダ サトコ wind boy

SNOWY&SUNNY

ITCGスノー部

チーム

海底少年
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オープン男子の部

スタート順 ＢＩＢ 氏名 シメイ

1 61 角 雅彦 ツノ マサヒコ

2 62 土田 修一 ツチダ シュウイチ

3 63 上田 隆之 ウエタ タカユキ

4 64 加藤 昌史 カトウ マサシ

5 65 保田 光陽 ホダ コウヨウ

6 66 仲川 剛司 ナカガワ ツヨシ

7 67 仲田 信勝 ナカダ ノブカツ

8 68 高木 英知 タカギ ヒデトモ

9 69 青木 友己 アオキ ユウキ

10 70 山本 英治 ヤマモト エイジ

11 71 山崎 紘平 ヤマザキ コウヘイ

12 72 住永 翔吾 スミナガ ショウゴ

13 73 徳成 正樹 トクナリ マサキ

14 74 岩田 直樹 イワタ ナオキ

SNOWY&SUNNY

HardRockSnow
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