
開催日：平成27年1月11日(日)[天候：ゆき] コース状況：全長　　　ｍ，標高差　　　ｍ
開催地：だいせんホワイトリゾート　上の原エリア

種目 GS 女子

Rank Bib 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所 属 ｸ ﾗ ﾌﾞ 区分 Best Points Run 1 Run 2 Best Time

1 1 南波 陽菜 ﾅﾝﾊﾞ ﾊﾙﾅ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高女 47.99 00:32.61 － 00:32.61

2 6 田中 杏奈 ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 九州大学ｽｷｰ部 女A 00:37.56 － 00:37.56

3 3 井上 あみ ｲﾉｳｴ ｱﾐ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高女 00:38.08 － 00:38.08

4 5 森田 結衣 ﾓﾘﾀ ﾕｲ 九州大学ｽｷｰ部 女A 00:55.64 － 00:55.64

5 4 金剛 淳子 ｺﾝｺﾞｳ ｱﾂｺ 九州大学ｽｷｰ部 女A 01:44.23 － 01:44.23

2 櫻井 わか菜 ｻｸﾗｲ ﾜｶﾅ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高女 153.96 DS －

7 中島 結香 ﾅｶｼﾏ ﾕｶ 九州大学ｽｷｰ部 女A D －

種目 GS 男子

Rank Bib 選手名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所 属 ｸ ﾗ ﾌﾞ 区分 Best Points Run 1 Run 2 Best Time

1 23 大野 高峰 ｵｵﾉ ﾀｶﾈ 久留米ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ａ 00:31.30 － 00:31.30

2 20 橋本 武彦 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾋｺ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ｃ 00:33.54 － 00:33.54

3 17 梅津 孝生 ｳﾒﾂﾞ ﾀｶｵ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高男 82.49 00:33.76 － 00:33.76

4 26 長野 源生 ﾅｶﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:34.53 － 00:34.53

5 29 森田 英彦 ﾓﾘﾀ  ﾋﾃﾞﾋｺ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ部 男Ｃ 00:34.57 － 00:34.57

6 15 木戸 守 ｷﾄﾞ ﾏﾓﾙ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ｃ 74.07 00:34.90 － 00:34.90

7 14 牧平 夏輝 ﾏｷﾋﾗ ﾅﾂｷ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 高男 121.67 00:35.65 － 00:35.65

8 11 木裳 義之 ｷﾉﾓ ﾖｼﾕｷ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 男Ｃ 81.16 00:36.25 － 00:36.25

9 16 高野 繁幸 ﾀｶﾉ ｼｹﾞﾕｷ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ｃ 130.18 00:36.77 － 00:36.77

10 12 毛利 淳 ﾓｳﾘ ｱﾂｼ ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ｃ 104.83 00:37.00 － 00:37.00

11 33 北崎 健太郎 ｷﾀｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:38.50 － 00:38.50

12 24 安田 雅英 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:38.59 － 00:38.59

13 31 坂川 悠明 ｻｶｶﾞﾜ ﾊﾙｱｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:38.88 － 00:38.88

14 13 竹田 雅文 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ部 男Ｃ 126.18 00:39.39 － 00:39.39

15 32 金城 龍平 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾍｲ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:39.60 － 00:39.60

16 35 前田 嵩文 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:39.86 － 00:39.86

17 34 新宅 祐貴 ｼﾝﾀｸ ﾕｳｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:40.73 － 00:40.73

18 27 西村 孝正 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 九州工業大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:41.18 － 00:41.18

19 30 岩﨑 直哉 ｲﾜｻｷ ﾅｵﾔ 九州工業大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:41.37 － 00:41.37

20 28 一瀬 龍也 ｲﾁﾉｾ ﾘｭｳﾔ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ 00:42.55 － 00:42.55

18 林 亮兵 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ部 男Ｃ 154.50 DS －

19 濱谷 秀治 ﾊﾏﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 男Ｃ 111.49 DF －

21 柳 利光 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾐﾂ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 男Ｃ DS －

22 日下部 信夫 ｸｻｶﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ部 男Ｃ DF －

25 末本 雄大 ｽｴﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ DS －

2015.1.11

TD: 青柳　泰治

第25回　福岡県アルペンスキー選手権大会

旗門数：１８旗門(17ﾀｰﾝ)[ｾｯﾀｰ：山崎一孝(鳥取県)]

公　　式　　記　　録


