
公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:09
終了時間 10:11

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

平野井　渉      札幌身体障碍者スキー1 1 34.8200000001
金澤　碧詩      札幌身障者スキー協会2 3 36.3800000003
三好　宏樹      札幌ハンディキャップ3 2 42.0000000002

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ＩＤ -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:11
終了時間 10:17

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

青野　里々愛    稚内アルペンスキー少1 13 43.0700000006
堤　柚葵        北広島JAS           2 12 43.4800000005
三浦　菜央      北広島KJAS          3 15 52.0700000008
武田　はるの    アーミンsc          4 11 57.4400000004

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学１～３年女子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM0121



順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DISQUALIFIED      [1st RUN]    0
金田　真陽      ホワイトウルフ      14 GATE No 1800000007

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学１～３年女子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:17
終了時間 10:24

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

柏原　悠希      北広島ＪＡＳ        1 21 36.9500000009
加納　冠太      北広島JAS           2 35 37.2200000023
岡室　志佑      ニセコＪｒスキーチー3 32 37.4800000020
安孫子　晴真    北広島ＪＡＳ        4 34 38.0500000022
林　遼仁        北広島JAS           5 22 39.2800000010
坂本　孝太      北広島KJASｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ  6 29 39.6800000017
鷲尾　駿        玉越ストリームレーシ7 28 39.7300000016
金沢　拓        玉越ストリームレーシ8 24 40.1200000012
川尻　泰晟      玉越ストリームレーシ9 33 41.7300000021
浜松　稜真      北広島ＪＡＳ        10 30 42.9200000018
金子　泰輔      スノースクールピリカ11 26 44.0300000014
八木　真洋      アーミンS.C.        12 31 44.2500000019
高田　凌輔      札幌SS　プロダクツ  13 27 45.8800000015

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学１～３年男子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM0121



順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
相馬　大輝      アーミンSC          23 DS   00000011
五十嵐　琥珀    エスエスプロダクツ  25 DS   00000013

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学１～３年男子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:25
終了時間 10:29

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

石栗　ゆず      北広島JAS           1 42 34.8700000025
伊藤　未羽      北広島JAS           2 41 35.4300000024
山田　愛音      北広島JAS           3 44 36.2700000027
青野　珠里愛    稚内アルペンスキー少4 45 38.8900000028
佐藤　伊吹      北広島JAS           5 43 1:33.9300000026

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学４～６年女子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM0121



順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
田中　深愛      ニセコJST           46 DS   00000029

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学４～６年女子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:33
終了時間 10:38

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

伯谷　悠樹      北広島KJAS          1 52 34.0800000031
堤　琢登        北広島JAS           2 53 34.1900000032
伊藤　瑠泉      北広島JAS           3 51 34.9700000030
菊池　大誠      アーミンSC          4 61 35.2000000040
菊池　奏汰      北広島ＫＪＡＳ      5 54 35.8700000033
武田　慶永      アーミンsc          6 56 36.0200000035
平井　翔太      ライジングアルペンス7 58 36.2500000037
中村　有佑      玉越ストリームレーシ8 57 36.6100000036
安孫子　秀真    北広島ＪＡＳ        9 63 36.6900000042
吉原　大介      岩見沢レーシング    10 59 39.7400000038

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学４～６年男子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM0121



順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
林　滉人        玉越ストリームレーシ55 DS   00000034
五十嵐　颯翼    エスエスプロダクツ  60 DS   00000039

DISQUALIFIED      [1st RUN]    0
道林　滉翔      登別ジュニアチーム  62 GATE No 1800000041

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 小学４～６年男子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:38
終了時間 10:44

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

鈴木　響子      北大医学部スキー部  1 78 32.1800000050
武田　知佳      ULLR　SC            2 77 32.6400000049
早坂　瑞希      北広島ＪＡＳ        3 73 33.0300000045
大西　藍生      札幌アルペンスキース4 72 33.3800000044
石栗　あみ      北広島JAS           5 71 33.4500000043
山崎　愛奈      北広島JAS           6 79 35.8400000051
大谷　抄織      七飯アルペン        7 75 36.6800000047
高津　三奈      北大医学部スキー部  8 74 36.7000000046
八木　萌波      アーミンS.C.        9 76 45.1500000048

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 一般女子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:44
終了時間 10:48

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

片山　隼斗      北広島ＪＡＳ        1 81 31.0300000052
村瀬　裕矢      札幌アルペンスキース2 86 31.6300000057
田中　裕基      北広島JAS           3 82 32.2900000053
堀井　康矢      登別中学校          4 85 32.8200000056
瀬川　滉貴      藻岩山スキー学校スー5 84 34.6000000055
山中　健士朗    真駒内中学校        6 83 34.7800000054

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - 中学～１９歳男子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 10:57
終了時間 11:02

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

立岡　一男      ジャガーレーシング  1 95 34.2300000062
佐々木　審      峠レーシング        2 91 34.6700000058
河村　真治      ジャガーレーシング  3 94 35.2900000061
菊池　一世      ジャガーＳＣ        4 96 36.6500000063
佐藤　勝見                          5 93 36.8400000060
高木　政男      伊達レーシング      6 97 37.1700000064
大塚　正憲                          7 92 38.7500000059
松橋 秀晧       松橋歯科クリニック  8 98 39.7100000065

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ７０歳以上 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:01
終了時間 11:06

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

有馬　千春      峠レーシング        1 101 33.3800000066
熊谷　俊孝      ＢＯＳＳ            2 105 33.5800000070
日比野　一博    ジャステムレーシング3 108 34.1200000073
堤　淳一        七飯アルペン        4 107 34.1800000072
押岡　扶二郎    チームユキダルマ    5 102 34.5000000067
菅原　俊一      恵庭スキー連盟      6 106 36.0300000071
松浦　代志文    峠レーシング        7 103 36.7600000068
近江　孝衛      峠レーシング        8 104 36.8000000069

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ６５～６９歳男子 -

1 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:06
終了時間 11:13

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

高橋　宏明      ジャガーレーシング  1 112 33.2000000075
寒河江　英樹    Ｋ＆Ｋ              2 111 33.2200000074
川口　修示      ボンバレーシングチー3 118 33.8000000081
寺岡　敏男      峠レーシング        4 113 35.0100000076
住吉　丈夫      峠レーシング        5 117 35.2100000080
運上　雅彦      ステップＳ．Ｃ      6 120 35.5300000083
松田　健三                          7 116 36.6800000079
星川　八州雄    札幌アルペンスキー少8 122 37.1200000085
白石　正信      室蘭レーシング      9 115 37.2200000078
大畑　厚        芦別レーシング      10 121 37.6100000084

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ６０～６４歳男子 -
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Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM0121



順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
早田　勝裕      札幌アルペン少年団  114 DS   00000077
高井　清史      Brain               119 DS   00000082

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ６０～６４歳男子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:16
終了時間 11:24

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

千葉　俊幸      Ｅ・Ｏ・Ｒ          1 131 31.9000000086
山崎　英郎      ジャガーレーシング  2 144 32.3700000099
今村　晴彦      ジャステムレーシング3 143 32.4200000098
小池　英明      E.O.Rむんむんフィフ・4 135 32.5600000090
阿部　浩章      ススキノむんむんクラ5 134 32.6100000089
鎌田　幹宏      札幌アルペン少年団  6 133 32.8000000088
畠山　徹        七飯アルペン        7 147 33.6200000102
植村　哲也      七飯アルペン        8 139 33.7400000094
犬伏　勲        北友スキークラブ    9 145 33.7700000100
豊田　伸司      手稲スキー協会      10 146 34.3200000101
黒田　典彦      峠レーシング        11 140 34.7800000095
高橋　修治      ススキノむんむんクラ12 137 35.9300000092
星　真寿己      フリー              13 141 36.2600000096
木村　仁泰      チーム　炭王        14 142 37.0200000097

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ５５～５９歳男子 -
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
水嶋　仁光      北友スキークラブ    132 DS   00000087
高橋　聡        フィフススキークラブ136 DS   00000091
黒田　亨        アーミン.S.C        138 DS   00000093
佐々木　卓士    ＮＥＨ              148 DS   00000103

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ５５～５９歳男子 -
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Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:25
終了時間 11:29

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

熊谷　賢一      ススキノむんむんクラ1 156 31.9500000109
堀内　眞        TEAM　GET-UP        2 151 32.0900000104
岡田　秀康      フィフス            3 152 32.1500000105
柳谷　修治      TEAM　GET　UP       4 153 32.1600000106
土岐　直樹      Brain               5 158 32.6300000111
大山　知泰      峠レーシング        6 154 32.8600000107
平井　和宏      ライジング　アルペン7 155 34.6000000108

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ５０～５４歳男子 -
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
樋口 護         所属なし            157 DS   00000110

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ５０～５４歳男子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:29
終了時間 11:32

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

村上　浩一      北友スキークラブ    1 161 31.3000000112
柏　真          自衛隊岩見沢地域事務2 164 34.5300000115
石谷　雄一      ススキノむんむんクラ3 163 34.7600000114
伊藤　弘史      石狩スキー連盟      4 166 34.9400000117
橋爪　大介      ＮＥＨ              5 165 36.1000000116

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ４５～４９歳男子 -
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
松村　浩二      フリコレーシング    162 DS   00000113

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ４５～４９歳男子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:32
終了時間 11:33

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

佐々木　信豪    佐々木造園          1 171 31.6500000118
菅井　奈穂      2323CLUB            2 172 35.0800000119

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ４０～４４歳男子 -
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Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM0121



順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
相馬　大悟      グランドスラムスキー173 DS   00000120

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ４０～４４歳男子 -
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Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:33
終了時間 11:34

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

金田　翔        ホワイトウルフ      1 181 31.4400000121
阿部　崇        無所属              2 182 36.0300000122

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ３０～３９歳男子 -
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Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121



公 式 成 績 表

シルバーコース      

畠中剛志            

二瓶　勝            

澤　健治            

コース名

主    審

競技委員長

セッター

三浦　健            技術代表

(前走者)               
              
              
              
              
              
              
              
              
              

-------------------  ２本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ -------------------

セッター

澤よしこ            ﾌｨﾆｯｼｭ審判

蘇武正春            コース係長
高見幸彦            スタート審判

外山正弘            計算委員

------------------  １本目ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ ------------------

                    公認No

(前走者)

標高ｽﾀｰﾄ
ﾌｨﾆｯｼｭ
標高差

830ｍ
700ｍ
130ｍ

雪      質

旗門数

ハード    

21(19)
ｽﾀｰﾄ気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

0.0℃
0.0℃

天      候 小雨      
雪      質

旗門数
ｽﾀｰト気温
ﾌｨﾆｯｼｭ

天      候

開始時間 11:34
終了時間 11:36

開始時間
終了時間

ジュリー

順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

瀧田　謙        ULLR　SC            1 191 31.6600000123
向井　寛郎      北大医学部スキー部  2 194 32.5200000126
紀田　貢三      北大医学部スキー部  3 192 36.6200000124

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ２０～２９歳男子 -
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順位 競技者名 所属Bib タイム R-ﾎﾟｲﾝﾄｺｰﾄﾞ

F=

DID NOT START     [1st RUN]    0
中村　智大      北大医学部スキー部  193 DS   00000125

第１４回 札幌スポーツ館CUP　ジャイアントスラローム大会in中山

大回転  - ２０～２９歳男子 -

2 Page

Offcial Time By TAG HEUER 2018/04/15  /  TIMING by JUSTEM

三浦　健技術代表

0121


	rz20189012101
	rz20189012102
	rz20189012103
	rz20189012104
	rz20189012105
	rz20189012106
	rz20189012107
	rz20189012108
	rz20189012109
	rz20189012110
	rz20189012111
	rz20189012112
	rz20189012113
	rz20189012114
	rz20189012115
	rz20189012116

