
種目 ＧＳ 女子A

Start 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 Rank

1 11 髙名 まや ﾀｶﾅ ﾏﾔ 佐賀ｼﾞｭﾆｱｽｷｰﾁｰﾑ 中女 8888.88

2 12 長谷川 絵美 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾐ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 女B 1.00

3 13 岡本 乃絵 ｵｶﾓﾄ ﾉｴ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 女Ａ 16.30

4 14 吉原 眞子 ﾖｼﾊﾗ ﾏｺ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 女Ａ 4.61

5 15 南波 陽菜 ﾅﾝﾊﾞ ﾊﾙﾅ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 女Ａ 57.59

6 16 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 195.73

7 17 荒井 美桜 ｱﾗｲ ﾐｵ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 女Ａ 8888.88

＊女子：赤Bib

種目 ＧＳ 男子A

Start 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 Rank

1 31 松田 篤征 ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ａ 71.91

2 32 木裳 義之 ｷﾉﾓ ﾖｼﾕｷ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 男Ｃ 97.39

3 33 久家 和行 ｸｹﾞ ｶｽﾞﾕｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男B 62.46

4 34 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 71.67

5 35 毛利 淳 ﾓｳﾘ ｱﾂｼ SATA Racing 男Ｃ 125.80

6 36 高野 繁幸 ﾀｶﾉ ｼｹﾞﾕｷ SATA Racing 男Ｃ 150.08

7 37 木戸 守 ｷﾄﾞ ﾏﾓﾙ ｻﾝﾐﾘｵﾝｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ｃ 88.88

8 38 佐田 正二郎 ｻﾀ ｼｮｳｼﾞﾛｳ SATA Racing 男Ｃ 161.55

9 39 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 151.41

10 40 濱谷 秀治 ﾊﾏﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 男Ｃ 133.58

11 41 松田 倫明 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 茜ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男B 114.94

12 42 牧平 夏輝 ﾏｷﾋﾗ ﾅﾂｷ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 高男 123.78

13 43 林 亮兵 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 新日鐵住金八幡ｽｷｰ部 男Ｃ 185.41

14 44 柳 利光 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾐﾂ ﾁｰﾑｶﾞﾘﾆｱ 男Ｃ 6666.60

15 45 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 8888.88

16 46 宮地 義広 ﾐﾔｼﾞ ﾖｼﾋﾛ 福岡ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 男Ｃ 8888.88

17 47 有賀 光祐 ｱﾘｶﾞ ｺｳｽｹ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

18 48 中野 翔太 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

19 49 中村 勇樹 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 福岡大学体育会ｽｷｰ部 男Ａ

20 50 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

21 51 山本 弘也 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾔ 福岡大学体育会ｽｷｰ部 男Ａ

22 52 一本杉 旭人 ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞ ｱｷﾄ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

23 53 長野 源生 ﾅｶﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

24 54 新宅 祐貴 ｼﾝﾀｸ ﾕｳｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

25 55 坂川 悠明 ｻｶｶﾞﾜ ﾊﾙｱｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

26 56 前田 嵩文 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

27 57 森平 尚樹 ﾓﾘﾋﾗ ﾅｵｷ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

28 58 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

29 59 新居田 拓也 ﾆｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 九州大学ｽｷｰ部 男Ａ

30 60 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

＊男子：青Bib
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種目 ＧＳ 女子B

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

1 21 －

－

－

－

－

－

＊女子：赤Bib

種目 ＧＳ 男子B

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

1 61 －

－

－

－

－

－

＊男子：青Bib

種目 ＧＳ 女子Ｃ

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

1 31 －

－

－

－

－

－

＊女子：赤Bib

種目 ＧＳ 男子Ｃ

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

1 71 －

－

－

－

－

－
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