
平成25年度愛知県大会一般選考SL

K01_女子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 12:50
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:42
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  209 木村　夕日    明鏡SC                           1:18.38  1:25.89  2:44.27     0.00

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 1   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K01_男子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 12:52
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:44
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  211 原　　拓実    トリイ                           1:21.50  1:25.33  2:46.83     0.00

失格者 １本目 (Disqualification  1st Run)
-  1  210 中村　騎士    とぼね                          Gate 20

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 2   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K02_女子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 12:54
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:45
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  213 藤原　有寿    パドル                           1:14.82  1:17.04  2:31.86     0.00
   2  212 井手　欧佳    スノプラウ                       1:20.97  1:22.24  2:43.21    11.35

棄権者 １本目 (Did Not Start  1st Run)
-  1  214 水谷  明日香  ブリザード                      

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 3   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K02_男子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 12:57
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:48
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  215 小栗　浩輝    スピリット                       1:02.14  1:05.01  2:07.15     0.00
   2  216 原　　岳史    トリイ                           1:15.31  1:12.18  2:27.49    20.34

失格者 １本目 (Disqualification  1st Run)
-  1  218 村平　基織    パドル                          Gate 18

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 4   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K1_女子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:00
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:50
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  219 難波　遠望    Doing                              53.74    57.19  1:50.93     0.00

途中棄権者 ２本目 (Did Not Finish  2nd Run)
-  1  220 水谷　友美    ブリザード                      

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 5   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K1_男子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:03
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:54
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  221 宮澤　昻大    がんばSC                           55.57    58.07  1:53.64     0.00
   2  224 杉本　和嶺    SEED                               57.90  1:01.75  1:59.65     6.01
   3  222 野尻　優太    Doing                            1:02.85  1:04.20  2:07.05    13.41
   4  225 小嶋　健斗    グランパスSC                     1:03.73  1:05.43  2:09.16    15.52
   5  227 宮城　颯汰    パドル                           1:04.29  1:05.04  2:09.33    15.69
   6  228 中村　隼斗    とぼね                           1:08.28  1:07.92  2:16.20    22.56

途中棄権者 １本目 (Did Not Finish  1st Run)
-  1  226 間瀬　悠介    スノプラウ                      

途中棄権者 ２本目 (Did Not Finish  2nd Run)
-  1  223 南木　岳司    エキスパー                      

失格者 ２本目 (Disqualification  2nd Run)
-  1  217 藤原　一心    パドル                          Gate 35

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 6   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K2_女子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:10
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:59
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  232 三宅　李音    イエティ                           49.83    52.68  1:42.51     0.00
   2  229 伊東　桃花    リベルテ                           53.43    55.05  1:48.48     5.97
   3  230 木村　春日    明鏡SC                             56.47    57.84  1:54.31    11.80
   4  233 志村　泉美    明鏡SC                             59.61  1:01.10  2:00.71    18.20
   5  231 取井　春樹    がんばSC                         1:00.07  1:02.52  2:02.59    20.08

失格者 ２本目 (Disqualification  2nd Run)
-  1  234 一柳きくの    愛学協                          Gate 22

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 7   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K2_男子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:13
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 14:03
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  238 大森　貴俊    エキスパー                         49.08    51.13  1:40.21     0.00
   2  242 横山　尚輝    豊明体協                           54.39    53.67  1:48.06     7.85
   3  240 江口　直希    イエティ                           55.08    56.60  1:51.68    11.47
   4  235 相川　直哉    スノプラウ                         58.80    54.85  1:53.65    13.44
   5  241 荒河　佑弥    イエティ                           58.29    59.93  1:58.22    18.01
   6  247 櫻井　開斗    Doing                            1:00.98  1:00.00  2:00.98    20.77
   7  248 田中　将吾    Doing                            1:00.28  1:03.58  2:03.86    23.65
   8  246 安藤　昻佑    Doing                            1:06.14  1:04.66  2:10.80    30.59

棄権者 １本目 (Did Not Start  1st Run)
-  1  243 土屋　元気    SEED                            
-  2  245 安井　邦洋    パドル                          

途中棄権者 １本目 (Did Not Finish  1st Run)
-  1  236 小泉　登      エキスパー                      
-  2  239 横山　最大    豊明体協                        
-  3  244 竹内　龍晴    パドル                          

途中棄権者 ２本目 (Did Not Finish  2nd Run)
-  1  237 冨　　嶺央    YMCA                            

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 8   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K3_女子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:20
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 14:09
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  250 朝日  友里愛  豊野高                             56.44  1:00.39  1:56.83     0.00
   2  251 難波　容子    Doing                              59.44  1:01.17  2:00.61     3.78
   3  249 加藤  優紀子  南山高                             59.62  1:01.51  2:01.13     4.30

技術代表 高橋　稔

20-01-2013 / 白馬村 / 長野県                     Result 9   Page 1
Data pocessing by IWATAKE Timing Team Timer SEIKO



平成25年度愛知県大会一般選考SL

K3_男子 スラローム リザルト

ジュリー テクニカルデータ
技  術  代  表      高橋　稔            [愛知県]     

主　　審   　　　　　　　  吉沢　勇                      

競 技 委 員 長       宮田　享                      

                                          
                                          
                                          

コース名 
スタート標高
フィニッシュ標高
標  高  差

ホモロゲーションＮｏ

岩岳かもしかコ－ス
932 m
754 m
178 m

SAJ25-SL-25/97

１本目
コースセッター
前走者

松沢　剛            [長野県]     

           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

２本目
コースセッター        
前走者

                          
           -A- 関口　怜            
           -B- 小林　慶士           
           -C- 中村　慎            
           -D- 北林　凌            

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 13:23
雪  質 ミディアム

旗門数 51(50)
天　候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

スタート時間 14:12
雪  質 ミディアム

Rank  Bib 氏　名 チーム名  Time-1  Time-2   Total Behind
   1  252 平下　徹      星城高                             52.78    53.51  1:46.29     0.00
   2  255 宮澤　孝典    がんばSC                           52.46    53.87  1:46.33     0.04
   3  253 平下　傑      星城高                             52.91    54.87  1:47.78     1.49
   4  260 樋口　栄一    リベルテ                           53.98    54.08  1:48.06     1.77
   5  256 山田　浩      とぼね                             55.06    56.74  1:51.80     5.51
   6  257 相川　潔      BE-IN                              59.60  1:00.05  1:59.65    13.36
   7  258 杉田　耕造    ロンサム                         1:04.98  1:05.54  2:10.52    24.23
   8  261 伊藤　晴規    BE-IN                            1:11.33  1:13.04  2:24.37    38.08

失格者 １本目 (Disqualification  1st Run)
-  1  262 間瀬　定政    スノプラウ                      Gate 32

途中棄権者 ２本目 (Did Not Finish  2nd Run)
-  1  254 田中　重幸    MOST                            
-  2  259 伊藤　正      MOST                            

技術代表 高橋　稔
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