
成年女子３部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 1 桑原 温子 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 53.22 0.00
2 4 三浦 かおり 兵庫県 姫路レーシングチーム 59.02 110.07
3 5 藤原 美紀 兵庫県 ポーラーベアーSC 59.76 124.11
4 6 野澤 佳未 兵庫県 明石市スキー協会 1:01.04 148.41
5 2 糸乘 静代 兵庫県 神鍋スキークラブ 1:07.43 269.67

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
3 東垣 あき子 兵庫県 村岡ハチ北SC GATE No. 22

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表



成年女子２部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 7 野下 ちはる 兵庫県 ヴィンテージSC 51.26 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表



成年女子１部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 8 岡森 聖佳 兵庫県 神鍋スキークラブ 48.75 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表



成年男子８部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 18 杉本 明彦 兵庫県 ちくさSC 50.97 0.00
2 9 石坂 憲二 兵庫県 姫路レーシングチーム 51.23 5.15
3 10 太中 豊和 兵庫県 一宮ライトスタッフSC 51.37 7.93
4 13 飯田 芳彦 兵庫県 豊岡スキークラブ 52.51 30.52
5 27 宮里 修司 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 52.78 35.87
6 11 三原 昭秀 兵庫県 姫路レーシングチーム 53.01 40.42
7 19 家現 孝晴 兵庫県 村岡ハチ北SC 53.25 45.18
8 15 石坂 克己 兵庫県 姫路レーシングチーム 53.34 46.96
9 14 山根 文隆 兵庫県 村岡ハチ北SC 53.58 51.72

10 20 那須 哲男 兵庫県 ヴィンテージSC 53.91 58.26
11 21 田中 英之 兵庫県 大屋スキークラブ 54.36 67.17
12 17 富島 正展 兵庫県 山陽スキークラブ 56.00 99.67
13 24 田中　 徹 兵庫県 村岡ハチ北SC 56.45 108.59
14 25 木村 義孝 兵庫県 山陽スキークラブ 56.64 112.35
15 23 石川 雅己 兵庫県 川重スキークラブ 56.74 114.34
16 26 木村 要治 鳥取県 かしのはクラブ 57.21 123.65
17 22 糸乘 隆行 兵庫県 神鍋スキークラブ 57.34 126.23
18 16 岡崎 正人 兵庫県 豊岡スキークラブ 1:02.52 228.87

DID NOT START 1
12 岡田 久志 兵庫県 村岡ハチ北SC

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会



成年男子７部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 29 遠藤 雅也 兵庫県 村岡ハチ北SC 50.01 0.00
2 37 高際 幸一 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 50.44 8.68
3 34 田中 悟広 兵庫県 一宮ライトスタッフSC 51.75 35.14
4 31 北垣 一成 兵庫県 但東SC 52.84 57.15
5 28 長尾 隆之 兵庫県 ホワイトヒーロー関西 52.88 57.96
6 33 大川 善三 兵庫県 姫路レーシングチーム 53.83 77.15
7 36 赤沢 武 兵庫県 フリーダムSC 55.41 109.06
8 35 金子 浩文 兵庫県 あじゃらスキークラブ 58.73 176.11
9 30 畑 雅幸 兵庫県 ヴィンテージSC 1:03.43 271.03

10 32 衣笠 暢恭 兵庫県 高砂スキークラブ 1:03.74 277.29

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
38 矢野 誠吾 兵庫県 ヴィンテージSC GATE No. 23

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 2

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会



成年男子６部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 39 植田 篤志 兵庫県 TEAM.INFINITY 47.27 0.00
2 41 坂本 孝文 兵庫県 姫路レーシングチーム 50.15 61.54
3 48 北川 斉 兵庫県 姫路レーシングチーム 51.63 93.16
4 43 竹内 政人 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 53.70 137.39
5 50 岩本 守 大阪府 スカディクラブ 54.50 154.48
6 47 大島 功太郎 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 56.23 191.44
7 42 牛尾 博信 兵庫県 高砂スキークラブ 57.10 210.03
8 49 村西 忍 奈良県 ジャスティスRSC 57.94 227.98
9 44 山田 清貴 兵庫県 ポーラーベアーSC 59.16 254.05

10 46 小林 洋平 兵庫県 ヴィンテージSC 59.58 263.02
11 45 島 英樹 兵庫県 伊丹スノークラブ 1:01.59 305.97

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 1
40 北川 哲也 兵庫県 姫路レーシングチーム GATE No. 22

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

混合 大回転
公式成績表

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場



成年男子５部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 51 梅原 隆一 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 47.79 0.00
2 53 福岡 暁仁 兵庫県 姫路レーシングチーム 52.37 96.79
3 52 小畑 博 兵庫県 ミエスキークラブ 53.53 121.31

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

公式成績表

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場

混合 大回転



成年男子４部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 54 井上 大輔 兵庫県 神鍋スキークラブ 47.14 0.00
2 55 宇治原 淑智 大阪府 タナベスポーツSC 54.35 154.48
3 56 西田 慎吾 兵庫県 三菱重工高砂スキー部 55.58 180.83

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表



成年男子３部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 57 坂田 啓三 奈良県 ザ・スノーメンSC 54.67 0.00
2 58 東垣 翔 兵庫県 村岡ハチ北SC 56.34 30.85

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表



成年男子２部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 60 増田 友樹 兵庫県 神鍋スキークラブ 45.92 0.00
2 59 実積 佑季 兵庫県 ポーラーベアーSC 52.10 135.93

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹

2023-03-05 / ハチ高原スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会



成年男子１部

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 西村　昌樹 コース名

ハチ高原千石GSコース
主審 井口　晃 スタート地点 1025m

フィニッシュ地点 885m
競技委員長 一ノ本　達己 標高差 140m
コース係長 杉本　正美 全長 1000m
スタート審判１ 西村　文紀

フィニッシュ審判 米田　幸雄

コースセッター 岡森　且哉
前走者 - A - 井上　雪輝
前走者 - B - 宮本　幹太
前走者 - C - 明石　和大
前走者 - D - 宮本　樹里

旗門数 25(24) スタート時間 13:30
天候 Fine 雪質 Soft
スタート／フィニッシュ気温 3℃ / 6℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 61 遠藤 圭一郎 兵庫県 村岡ハチ北SC 51.59 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 西村　昌樹
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ハチ高原スキー場

混合 大回転
公式成績表

第49回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会


