
ジュリー テクニカルデータ
大会委員長 川島　　悠 [清里] コース名
技術代表 守屋　裕史 [峡東] ビッグベアー
主審 山本　浩史 [STゼロ] スタート地点 1060m
副審 望月　政英 [RSTふじ] フィニッシュ地点 251m
競技委員長 佐伯　正道 [大泉] 標高差 809m
スタート審判 渡辺　一弘 [富士吉田] 全長 979m
フィニッシュ審判 清水甲子雄 [峡東] 最大斜度 25%
セッター長 渡辺　雄三 [清里] 平均斜度 14%
コース係長 南雲　幸一 [RSTふじ]
ポイント委員 久保　　宏 [清里]

コースセッター 渡辺　雄三 [清里]
前走者 - A - 永関　英文 [ひまわり]
前走者 - B - 南雲　幸一 [RSTふじ]
前走者 - C - 橋本　　拓 [高体連]

旗門数 37(35) スタート時間 10：20 天候 くもり 雪質 ソフト

ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 クラス 所 属 名

31 923588 森久保　優輝 少年 甲府東高
32 122665 有賀　章二 成年C TEAM Mt.
33 923615 戸澤　真志 成年A 山梨学院大
34 911202 天野　大志 成年A 県立大
35 136987 山腰　洋樹 成年B R.S.Tふじ
36 911210 小林　哲也 成年A 富士吉田
37 923585 久保　瑞貴 少年 帝京第三高
38 330031 野村　正道 成年C ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ
39 901496 浅川　勝正 成年A 清里
40 128023 広瀬　文吾 成年B 峡東
41 137742 久保　美海 成年B ﾊﾟﾉﾗﾏｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰ
42 923639 藤原　颯大 少年 学院大附属高
43 923682 手塚　耐 少年 東海大甲府高
44 899130 牧井　大輝 成年A R.S.Tふじ
45 455681 長田　雄司 成年B R.S.Tふじ
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 クラス 所 属 名

46 107224 内川　政志 成年C TEAM Mt.
47 951053 梶屋　貴史 成年B 富士吉田
48 923614 戸澤　和哉 成年A 山梨学院大
49 958231 稲波　秀晃 少年 敷島中
50 923688 依田　一希 少年 甲府西高
51 142127 石水　良治 成年C ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ
52 申請中 高野　宏太 成年A 峡東
53 923578 浅川　楓斗 少年 北杜高
54 884963 水谷　将大 成年A 清里
55 942564 大久保　樹 少年 山梨大付属中
56 109996 幡野　敬明 成年C TEAM Mt.
57 923658 堀内　友博 少年 富士河口湖高
58 935138 小口　恭平 成年B 南稜
59 084206 曽田　英介 成年C 富士吉田
60 014542 伊藤　勝敏 成年C R.S.Tふじ
61 911200 青柳　昌志 成年A 南稜
62 911266 坂本　駿 成年A ＲＦＫ
63 330077 桂原　慎治 成年C R.S.Tふじ
64 116840 望月　勝 成年C R.S.Tふじ
65 100656 田中　康生 成年C TEAM Mt.
66 075629 清水　成美 成年C 南稜
67 873264 中川　浩 成年C 富士吉田
68 927666 望月　要 中学生 甲府東中
69 102535 渡辺　剛 成年C 南稜
70 018994 奥山　徹 成年C 山梨県庁
71 965633 中西　裕 少年 日大明誠高
72 935334 堀内　洋平 中学生 吉田中
73 107822 南雲　敏幸 成年C R.S.Tふじ
74 029776 吉田　雄一 成年C 大泉
75 959140 相川　倫男 成年C ｽｷｰﾁｰﾑ ｾﾞﾛ
76 965638 鮫島　亮輔 少年 日大明誠高
77 965631 森　友城 少年 日大明誠高
78 965636 矢代　遼 少年 日大明誠高
79 965635 松井　雄大 少年 日大明誠高
80 901471 野澤　徹也 成年A R.S.Tふじ
81 330057 加賀見　隆 成年C 富士吉田
82 150594 矢野　誠 成年C 都留
83 971431 吉村　太郎 少年 日大明誠高校
84 971434 武藤　雅季 少年 日大明誠高校
85 971432 白鳥　雅人 少年 日大明誠高校
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ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 時　間
No No 氏名 クラス 所 属 名

86 078008 青柳　昌彦 成年C 南稜
87 971433 曽我部　滉也 少年 日大明誠高校
88 944385 上田　昌明 成年C R.S.Tふじ
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