
2009年3月8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 Hakuba47 ルート5
主審： 長尾 勝洋 Hakuba47SBS 全 長 600 m

最大斜度 14 °
コース係長 渡辺 健太郎 Hakuba47SBS 平均斜度 12 °
スタート審判： 藤井 真 Hakuba47SBS 標高差 270 m
フィニッシュ審判： 柳瀬 加代子 Hakuba47SBS スタート地点標高 1150 m
マーシャル長： 切通 雅文 Hakuba47SBS ゴール地点標高 980 m
スロープビルダー 金井 明伸 Hakuba47SBS セクション数 10 セクション
ＭＣ： MC ZEE Hakuba47SBS

競技会カテゴリー ビギナー
開始時間： 9:15 AM 年齢カテゴリー ビギナー男子
天候： 曇りのち晴れ 男女カテゴリー Men

No.1

順位 ID 氏  名 しめい 裏順位

1 34 山黒 雄宇 やまぐろ ゆう

2 41 大塚 隼 おおつか じゅん

3 8 堀 秀成 ほり ひでなり

4 10 野田 瑞樹 のだ みずき

5 37 岸上 慶之 きしがみ よしゆき

6 14 畔上 尚己 あぜがみ たかき

7 29 北原 克也 きたはら かつや

8 22 高井 真一 たかい しんいち

9 1 周藤 学 しゅうどう まなぶ

9 19 宮下 竹雄 みやした たけお

9 32 山地 健介 やまち けんすけ

9 43 角田 翔 かくた しょう

13 2 郷治 博登 ごうじ ひろと

13 17 河井 友児 かわい ゆうじ

13 25 熊倉 辰徳 くまくら たつのり

13 49 川口 裕功 かわぐち ひろのり

17 5 平林 純 ひらばやし じゅん

17 7 関口 恭平 せきぐち きょうへい

17 18 花村 一彦 はなむら かずひこ

17 23 早野 俊裕 はやの たかひろ

17 28 佐藤 哲哉 さとう てつや

17 35 有川 良博 ありかわ よしひろ

17 42 福田 崇法 ふくだ たかのり

17 50 中島 久也 なかじま ひさや

25 4 有村 透 ありむら とおる

25 11 大崎 健太郎 おおさき けんたろう

25 13 堤 正幸 つつみ まさゆき

25 21 宮崎 幸喜 みやざき こうき

25 26 下川 善雄 しもかわ よしお

25 31 長島 克弥 ながしま かつや

25 38 山本 賢司 やまもと けんじ

32 44 佐々木 裕悦 ささき ゆうえつ DSQ
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NO,2

順位 ID 氏  名 しめい 裏順位

33 20 細谷 怜誌 ほそや さとし 1

33 3 合田 佳弘 ごうだ よしひろ 2

33 27 真木 聡 まき さとし 3

33 39 高橋 幸嗣 たかはし こうじ 4

33 16 今泉 正臣 いまいずみ まさおみ 5

33 36 磯川 彰人 いそかわ あきと 5

33 6 八木 和広 やぎ かずひろ 7

33 40 高木 正雄 たかぎ まさお 7

33 12 松本 敦 まつもと おさむ 9

33 15 山口 直秀 やまぐち なおひで 9

33 33 稲村 吉高 いなむら よしたか 9

33 47 長田 育充 おさだ やすみつ 9

33 24 河野 正浩 こうの まさひろ 13

DNS 9 楢本 雄介 ならもと ゆうすけ

DNS 30 内沼 徳之 うちぬま さとし

DNS 45 隅野 英樹 すみの ひでき

DNS 46 大澤 隆行 おおさわ　たかゆき

DNS 48 岸田 義臣 きしだ よしおみ
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