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競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長 吉田　光彦

F= 980参加選手数  44参加選手数  44参加選手数  44参加選手数  44

前走者前走者前走者前走者

参加選手数  36参加選手数  36参加選手数  36参加選手数  36

青森
岩手
岩手

岩手
岩手

岩手
岩手

岩手
岩手

岩手
岩手

全長全長全長全長 550 m
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タイムタイムタイムタイムタイムタイムタイムタイム

1111 泉澤 和明泉澤 和明泉澤 和明泉澤 和明0040 岩手 盛岡雪友会 32.13 0.001:05.9833.85

2222 小沼 年男小沼 年男小沼 年男小沼 年男0041 秋田 秋田ｱﾙﾍﾟﾝSC 33.55 28.371:07.8934.34

3333 沼倉 正八沼倉 正八沼倉 正八沼倉 正八0015 秋田 稲川SC 33.84 45.151:09.0235.18

4444 吉内 秀典吉内 秀典吉内 秀典吉内 秀典0038 福島 福島ﾚｰｼﾝｸﾞSC 34.17 58.821:09.9435.77

5555 北川 征紀北川 征紀北川 征紀北川 征紀0003 山形 酒田ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 34.83 83.921:11.6336.80

6666 古川 正司古川 正司古川 正司古川 正司0025 青森 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞ協会 35.08 86.001:11.7736.69

7777 五十嵐 淳二五十嵐 淳二五十嵐 淳二五十嵐 淳二0016 山形 最上町ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 34.85 88.381:11.9337.08

8888 関 健太郎関 健太郎関 健太郎関 健太郎0027 山形 山形県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 35.04 92.091:12.1837.14

9999 下総 慎一郎下総 慎一郎下総 慎一郎下総 慎一郎0026 秋田 大館SC 35.08 93.131:12.2537.17

10101010 佐々木 孝志佐々木 孝志佐々木 孝志佐々木 孝志0028 岩手 盛岡ｱﾙﾍﾟﾝ 35.64 99.661:12.6937.05

11111111 小笠原 至良小笠原 至良小笠原 至良小笠原 至良0042 青森 三菱製紙ｸﾗﾌﾞ 36.03 108.431:13.2837.25

12121212 赤間 弘記赤間 弘記赤間 弘記赤間 弘記0032 宮城 仙台市ｽｷｰ協会 36.63 132.641:14.9138.28

13131313 吉田 栄吉田 栄吉田 栄吉田 栄0043 岩手 ｱﾍﾟｯｸｽSC 36.72 132.931:14.9338.21

14141414 畠山 幸久畠山 幸久畠山 幸久畠山 幸久0033 岩手 盛岡ｱﾙﾍﾟﾝ 37.57 160.861:16.8139.24

15151515 山本 正実山本 正実山本 正実山本 正実0030 秋田 秋田SC 37.51 168.731:17.3439.83
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16161616 下田 淳下田 淳下田 淳下田 淳0017 岩手 ﾖｰﾃﾞﾙ会 37.26 170.961:17.4940.23

17171717 藤原 有造藤原 有造藤原 有造藤原 有造0044 岩手 白堊SC 38.74 192.641:18.9540.21

18181818 菅原 肇菅原 肇菅原 肇菅原 肇0023 岩手 北上市ｽｷｰ協会 37.32 194.131:19.0541.73

19191919 千石 文夫千石 文夫千石 文夫千石 文夫0024 東京 ﾕｰｴｽｴﾑｱｰﾙ 39.25 196.651:19.2239.97

20202020 斉木 利雄斉木 利雄斉木 利雄斉木 利雄0002 宮城 仙台ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ 39.88 221.011:20.8640.98

21212121 菅原 基吉菅原 基吉菅原 基吉菅原 基吉0034 山形 朝日ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 40.53 242.101:22.2841.75

22222222 阿部 和雄阿部 和雄阿部 和雄阿部 和雄0011 岩手 西根ｽｷｰ協会 40.90 249.981:22.8141.91

23232323 前田 歸一前田 歸一前田 歸一前田 歸一0018 青森 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞ協会 41.03 257.401:23.3142.28

24242424 西村 明西村 明西村 明西村 明0022 岩手 盛岡ｱﾙﾍﾟﾝ 40.04 266.611:23.9343.89

25252525 福井 清範福井 清範福井 清範福井 清範0021 青森 新郷SC 39.83 284.881:25.1645.33

26262626 大越 陸郎大越 陸郎大越 陸郎大越 陸郎0006 秋田 角館ｽｷｰ連盟 41.78 295.281:25.8644.08

27272727 新谷 雅史新谷 雅史新谷 雅史新谷 雅史0012 岩手 盛岡雪友会 41.94 295.571:25.8843.94

28282828 阿部 健阿部 健阿部 健阿部 健0009 秋田 大館SC 45.79 332.261:28.3542.56

1st DID NOT START  3

伊藤 伸郎伊藤 伸郎伊藤 伸郎伊藤 伸郎0036 岩手 北上市ｽｷｰ協会

鈴木 清司鈴木 清司鈴木 清司鈴木 清司0020 宮城 仙台ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ

田村 嘉治田村 嘉治田村 嘉治田村 嘉治0008 青森 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞ協会

1st DID NOT FINISH  3

安田 峯生安田 峯生安田 峯生安田 峯生0014 宮城 仙台ｱﾙﾍﾟﾝｸﾗﾌﾞ

岩崎 広明岩崎 広明岩崎 広明岩崎 広明0037 岩手 JR盛岡SC

伊藤 儀一伊藤 儀一伊藤 儀一伊藤 儀一0007 岩手 盛岡雪友会

1st DISQUALIFIED  2

伊藤 幸男伊藤 幸男伊藤 幸男伊藤 幸男0013 岩手 花巻市ｽｷｰ協会 Gate  7   I.C.R. 629-3

佐藤 勝一佐藤 勝一佐藤 勝一佐藤 勝一0001 岩手 安代ｽｷｰ協会 Gate  7   I.C.R. 629-3

2nd DID NOT FINISH  5

工藤 諭工藤 諭工藤 諭工藤 諭0031 青森 ﾁｰﾑﾏﾃﾘｱﾙ

小笠原 俊一小笠原 俊一小笠原 俊一小笠原 俊一0029 青森 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞ協会

森 保二森 保二森 保二森 保二0010 山形 村山ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

横田 良雄横田 良雄横田 良雄横田 良雄0005 青森 新郷SC

村岡 弘村岡 弘村岡 弘村岡 弘0004 福島 福島県ﾏｽﾀｰｽﾞ

2nd DISQUALIFIED  3
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舘田 克則舘田 克則舘田 克則舘田 克則0035 青森 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞ協会 Gate 10   I.C.R. 629-3

佐賀 剛ニ佐賀 剛ニ佐賀 剛ニ佐賀 剛ニ0019 岩手 盛岡雪友会 Gate 10   I.C.R. 629-3

梅津 茂梅津 茂梅津 茂梅津 茂0039 福島 福島ﾚｰｼﾝｸﾞSC Gate 10   I.C.R. 629-3
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ペナルティポイント計算表

StartRank
No.

Code
No.

Competitors------------------------------------
氏　名 所　属

1 0040 09003265 泉澤 和明 岩手 盛岡雪友会
秋田 秋田ｱﾙﾍﾟﾝSC小沼 年男0900025000412
秋田 稲川SC沼倉 正八0900030400153
福島 福島ﾚｰｼﾝｸﾞSC吉内 秀典0900320200384

山形 酒田ｽｷｰｸﾗﾌﾞ北川 征紀0900031300035

SAJ
Point

17.57

21.26

2.14

1.00

33.39

Best 5

17.57

21.26

2.14

1.00

------

合計 66.57

(C)  ) ÷ 10 = -12.313

ペナルティ計算値
カテゴリー加算値

-12.31
0.00

ＴＤ 工藤　利雄

サイン

県　名

Official Timing Data By ALGEData Processing By THA&KS

6 0025 09002551 古川 正司 青森 青森県ﾏｽﾀｰｽﾞ協会
山形 最上町ｽｷｰｸﾗﾌﾞ五十嵐 淳二0900255200167
山形 山形県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ関 健太郎0900033300278
秋田 大館SC下総 慎一郎0900030600269

岩手 盛岡ｱﾙﾍﾟﾝ佐々木 孝志09000187002810

24.60

78.61

30.14

40.13

56.89

24.60

------

------

------

------

1 0038 09003202 吉内 秀典 福島 福島ﾚｰｼﾝｸﾞSC

秋田 稲川SC沼倉 正八0900030400152

岩手 JR盛岡SC岩崎 広明0900019100373
福島 福島ﾚｰｼﾝｸﾞSC梅津 茂0900418000394
岩手 盛岡雪友会泉澤 和明0900326500405

1.00

2.14

2.44

5.49

17.57

4

3

DF(1)

DQ(2)

1

Point

0.00

28.37

45.15

58.82

------

86.00

------

------

------

------

218.34

Start
Rank No.

Code
No.

Competitors------------------------------------
氏　名 所　属

SAJ
Point県　名 Rank

Race

合計 28.64

66.57 (A) + 28.64 (B) - 218.34

=====    =====
SUM -A-   SUM -C-

=====
SUM -B-

(

修正値 0.00

有効ペナルティ 1.00

THE BEST 10 AFTER FINISH

THE BEST 5 AT START

ミニマムペナルティ 1.00

男子Ｂグループ

TD #02-044-89 Codex 1012        24/01/2016
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