
たざわ湖スキー場（秋田県）

第８回　東北ジュニアCUP　東北シリーズ最終戦

PARALLEL SLALOM

技術代表 髙橋　邦彦 TSBA コース名 かもしかジュニアコース

競技委員長 髙橋　久美子 BIGGEST SAMURAI 全　長 300

コース係長 柴田　幸生 TSBA 全　幅 40

主　　審 酒井　利明 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ 最大斜度 20

副　　審 0 0 平均斜度 16

スタート審判係長 髙橋　邦彦 TSBA 標高差 85

旗門審判係長 木村　たまき TSBA スタート地点標高 775

ゴール地点標高 690

コースセッター 髙橋　邦彦 TSBA 旗門数 22 旗門

計時計算係長 門脇　嘉孝 TSBA

計時計算補佐 加賀谷　ちあき TSBA 競技会カテゴリーGRADE2

開始時間 9:55 AM 年齢カテゴリー U-12/U-15/U-18

■　Ｕ－１２女子　 公式リザルト

順位 ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 県名 チーム名 1st Run 2nd Run TOTAL

1 32 201820011244 川崎 遥 ｶﾜｻｷ ﾊﾙｶ 岩手県 HANELU’Z/大新小学校　38.273 38.506 76.779

2 31 201720020444 舟口 あかり ﾌﾅｸﾞﾁ ｱｶﾘ 宮城県 グラスホッパー/宮城県仙台市立東長町小学校40.071 38.344 78.415

3 7 202020005344 舟口 ゆきね ﾌﾅｸﾞﾁ ﾕｷﾈ 宮城県 グラスホッパー/宮城県仙台市立東長町小学校43.406 43.713 87.119

4 8 - 門脇 桜子 ｶﾄﾞﾜｷ ｻｸﾗｺ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞスポーツ少年団/秋田大学附属小学校43.790 45.571 89.361

5 12 - 小畑 心楓 ｵﾊﾞﾀ ｺﾉｶ 秋田県 大館市SNOWｽﾎﾟｰﾂ少年団/大館市立扇田小学校46.901 46.743 93.644

6 19 - 佐藤 海菜 ｻﾄｳ ﾐｲﾅ 秋田県 大館市SNOWｽﾎﾟｰﾂ少年団/大館市桂城小学校46.868 46.990 93.858

7 28 - 金森 心音 ｶﾅﾓﾘ ｺｺﾈ 秋田県 秋田市立泉小学校 46.593 47.599 94.192

8 13 - 三政 湖乃美 ﾐﾏｻ ｺﾉﾐ 秋田県 大館市SNOWｽﾎﾟｰﾂ少年団/大館市桂城小学校48.409 46.972 95.381

9 35 - 長尾 美佑 ﾅｶﾞｵ ﾐﾕ 秋田県 秋田大学教育学部附属小学校57.498 53.286 110.784

10 27 - 佐々木 七彩 ｻｻｷ ﾅﾅｾ 秋田県 御所野小学校 70.620 50.349 120.969

11 3 - 佐々木 彩夢 ｻｻｷ ｱﾔﾒ 秋田県 にいだこども園 102.126 167.610 269.736

11 - 菅原 寿里 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾄﾘ 宮城県 グラスホッパー/南小泉小学校DNS

■　Ｕ－１２男子　 公式リザルト

順位 ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 県名 チーム名 1st Run 2nd Run TOTAL

1 37 201920005243 儀同 隼和 ｷﾞﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 福島県 会津若松ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾁｰﾑ/会津若松市立行仁小学校34.209 36.604 70.813

2 29 201920015143 鈴木 琉斗 ｽｽﾞｷ ﾙｲﾄ 岩手県 HANELU'Z/奥州市立胆沢第一小学校43.122 41.708 84.830

3 15 201920015243 鈴木 翔大 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 岩手県 HANELU'Z/奥州市立胆沢第一小学校43.662 43.438 87.100

4 33 - 神 芭劉 ｼﾞﾝ ﾊﾙ 青森県 青森市立荒川小学校45.427 44.300 89.727

5 38 - 小畑 舵 ｵﾊﾞﾀ ｶｼﾞ 秋田県 大館市SNOWｽﾎﾟｰﾂ少年団/大館市立扇田小学校46.619 43.683 90.302

6 25 - 瀧田 雄心 ﾀｷﾀ ﾕｳｼﾝ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団46.694 48.706 95.400

7 16 - 工藤 世琉 ｸﾄﾞｳ ｾﾙ 岩手県 HANELU’Z/盛岡市立上田小学校47.753 47.988 95.741

8 26 - 金子 怜太 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀ 秋田県 49.218 50.441 99.659

9 21 - 神 大遥 ｼﾞﾝ ﾀｲﾖｳ 青森県 青森市立荒川小学校52.322 48.061 100.383

10 39 - 佐藤 璃空 ｻﾄｳ ﾘｸ 秋田県 大館市SNOWｽﾎﾟｰﾂ少年団/大館市桂城小学校46.871 53.796 100.667

11 24 - 丹波 颯悟 ﾀﾝﾊﾞ ｿｳｺﾞ 秋田県 大館市SNOWｽﾎﾟｰﾂ少年団/大館市立 東館小学校55.955 48.749 104.704

12 23 - 今藤 尊哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾔ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/西目小学校59.259 49.998 109.257

13 17 - 西成 陸 ﾆｼﾅﾘ ﾘｸ 秋田県 56.632 57.526 114.158

14 9 - 高橋 悠翔 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ 秋田県 大仙市立太田東小学校57.788 62.887 120.675

15 5 - 小野 和真 ｵﾉ ｶｽﾞﾏ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/ｳｪﾙﾋﾞｭｰいずみこども園68.611 67.556 136.167

16 1 - 手塚 莉玖 ﾃﾂﾞｶ ﾘｸ 山形県 TEAM ZIEAL/飯豊わくわくこども園80.092 71.094 151.186

17 22 - 小野 志真 ｵﾉ ｼﾏ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/秋田市立外旭川小学校48.133 DSQ#14

18 10 - 長尾 奏佑 ﾅｶﾞｵ ｿｳｽｹ 秋田県 秋田市立東小学校 54.995 DSQ#4

34 - 小野 湧真 ｵﾉ ﾕｳﾏ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/秋田市立外旭川小学校DQ＃3

2021.3.28（日）



■　Ｕ－１５女子　 公式リザルト

順位 ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 県名 チーム名 1st Run 2nd Run TOTAL

1 41 201520000934 加藤 寧琉 ｶﾄｳ ﾈｲﾙ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/秋田市立秋田南中学校34.997 37.364 72.361

2 43 201520001634 井戸 なつみ ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 宮城県 仙台市立中田中学校38.225 38.339 76.564

3 42 201820007844 今藤 舞咲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/西目中学校39.196 48.322 87.518

■Ｕ－１５男子 公式リザルト

順位 ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 県名 チーム名 1st Run 2nd Run TOTAL

1 45 201420003533 清野 喜幹 ｾｲﾉ ﾖｼｷ 宮城県 柴田町立槻木中学校32.331 35.172 67.503

2 46 202020013243 門脇 光太郎 ｶﾄﾞﾜｷ ｺｳﾀﾛｳ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/秋田市立城東中学校39.925 42.542 82.467

3 47 - 遠藤 正純 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｽﾞﾐ 秋田県 横手市立平鹿中学校44.526 44.345 88.871

■　Ｕ－１８女子　 公式リザルト

順位 ﾋﾞﾌﾞ 会員番号 氏名 フリガナ 県名 チーム名 1st Run 2nd Run TOTAL

1 49 201820004034 瀧田 栞 ﾀｷﾀ ｼｵﾘ 秋田県 秋田ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ少年団/秋田令和高等学校43.059 53.722 96.781


