
第３９回　神奈川県民体育大会
アルペン競技会

少年男子

ジュリー

技術代表
競技委員長

菊地　富士夫
萩原　　勇

コースセッター
前走者

テクニカルデータ

コース名 ダイナミックコース

スタート標高

フィニッシュ標高

コース公認No.

1392

1134

m

m

-A-

(36)

公式成績表

-B-
-C-
-D-

-E-

開始時刻

天候

09:27

雪質

サトウ　ナツコ
ハギワラ　ココロ
ヨコサカ　ナオミ
キリクボ　ミオリ

ホシノ　ルイト

高橋　正樹

ＳＯＦＴ

39旗門数

雪

-F- ハギワラ　タイセイ

標高差 258 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 -9/-7 ℃

主審 吉野　　隆

参加選手数  40

神奈川
群　馬
高体連

群　馬
群　馬

群　馬
群　馬

群　馬

群　馬
群　馬

順位 Bib コード 競技者--------------------------- １本目
No. Code 氏　名 所属 タイム地　域 時間差

1 宮崎 尚太朗042 947795 高体連 法政第二高校     0.001:07.74

2 坂本 嵐士048 963408 高体連 法政第二高校     2.161:09.90

3 星加 伊織055 992966 高体連 クラーク厚木高校     4.251:11.99

4 鈴木 宏一朗045 976093 高体連 中央大横浜高校     4.551:12.29

5 杉本 啓典046 942090 高体連 横須賀総合高校     6.971:14.71

6 板倉 孝樹076 998350 高体連 慶應湘南藤沢高校     9.041:16.78

7 萩原 航紀057 992961 高体連 桐蔭学園高校    10.351:18.09

8 田尻 慎054 992953 高体連 桐蔭学園高校    10.501:18.24

9 飯塚 望051 985948 高体連 慶應義塾高校    10.951:18.69

10 太田 瑛人078 998352 高体連 慶應湘南藤沢高校    13.051:20.79

11 橋本 岳044 970196 高体連 桐蔭中教高校    13.621:21.36

12 矢田 将大058 981855 高体連 田奈高校    15.471:23.21

13 片岡 裕貴  043 992936 高体連 慶應義塾高校    16.441:24.18

14 関 天汰053 985959 高体連 慶應湘南藤沢高校    17.541:25.28

15 宮本 築062 992968 高体連 慶應湘南藤沢高校    18.971:26.71
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順位 Bib コード 競技者--------------------------- １本目
No. Code 氏　名 所属 タイム地　域 時間差

16 松原 英輝059 985990 高体連 桐蔭学園高校    19.711:27.45

17 寺田 睦希063 985986 中体連 桐蔭中教中学    24.101:31.84

18 後藤 俊平067 992945 高体連 慶應湘南藤沢高校    24.141:31.88

19 川口谷 涼068 998354 高体連 法政第二高校    24.461:32.20

20 水谷 太志朗080 750051 高体連 桐蔭中教高校    26.291:34.03

21 田中 隆之介060 992954 高体連 法政第二高校    27.341:35.08

22 栂野 僚065 992958 高体連 慶應湘南藤沢高校    29.051:36.79

DID NOT START  2

酒井 將里066 650010 茅ヶ崎 松浪中学校

岡田 俊056 992935 高体連 桐蔭中教高校

DID NOT FINISH 16

中山 龍丸 079 998358 高体連 慶應義塾高校

薬丸 大毅077 750050 高体連 慶應義塾高校

遠藤 佑成075 998351 高体連 慶應湘南藤沢高校

川﨑 龍一 074 998355 高体連 慶應義塾高校

朝原 佑樹073 998346 高体連 慶應湘南藤沢高校

穴山 洋輔072 998347 高体連 桐蔭学園高校

山本 真士071 998366 高体連 慶應義塾高校

栗山 朗070 985980 高体連 桐蔭学園高校

山中 蒼也069 998365 高体連 慶應義塾高校

渡邊 航大064 992971 高体連 慶應義塾高校

千葉 泰史061 992955 高体連 法政第二高校

堀江 玄一郎052 976053 中体連 桐蔭学園中学

黒坂 豪志050 992940 高体連 桐蔭学園高校

高橋 汰地049 979696 高体連 関東学院六浦高校

石橋 直樹047 989637 高体連 桐光学園高校

山田 大雅041 965925 高体連 慶應義塾高校
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