
 ミズノ杯争奪 第22回 モンデウスジュニアスキー大会 

 モンデウス飛騨位山スノーパーク 

 平成１８年１月２９日 
小学生高学年女子の部 大回転  
 公式成績表 
 ジュリー テクニカルデータ 
    技術代表 中村 昭一                コース名 
                           montdeus c7 corse 
    主審 内木 建治                スタート地点 1150m 
                           フィニッシュ地点 900m 
    競技委員長 杉山 信彦                標高差 250m 
    コース係長 山腰 靖彦                全長 805m 
    スタート審判 三木 亨                 最大斜度 25% 
                            最小斜度 5% 
    フィニッシュ審判 黒木 甚右ェ門              平均斜度 18% 
                           ホモロゲーションＮｏ montdeus pnrm 
    コースセッター 大森 良仁               [mks]    
    前走者 -A- 坂口                        
     -B- 谷村                       
     -C- 磯谷                       
     -D- 渡瀬                       
 旗門数 29(28) スタート時間 9:30     
 天候 はれ 雪質 ハード     
    スタート/フィニッシュ地点気温 -5 / -4     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
      F=       
 順位 スタート コード 競技者 時  間 レース   
 No No 氏名  所  属  ポイント   

 

 
 29-01-2006／ モンデウス飛騨位山スノーパーク                   G8 ／ 1 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 1 145  新井 真季子  鈴蘭高原ジュニア  50.84    
 2 148  三浪 果歩  モンデウスJrスキークラブ 54.99    
 3 160  中田 あゆ美  荘川レーシング  55.26    
 4 151  桂木 明穂  湯屋小学校  55.92    
 5 149  住 奈智乃  古川スキージュニア  56.30    
 6 147  佐藤 三代  ひるがのレーシングJr  56.62    
 7 153  二俣 友里  丹生川ジュニア  56.92    
 8 159  森下 桜津紀  白弓レーシング  56.94    
 9 172  新井 里穂  朝日ジュニアスキー  57.54    
 10 178  豊住 明子  丹生川ジュニア  58.11    
 11 169  山下 晏奈  古川スキージュニア  58.41    
 12 170  大森 由紀子  ひるがのレーシングJr  58.85    
 13 162  石塚 椿  高山レーシング  58.91    
 14 161  平腰 加那  丹生川ジュニア  59.06    
 15 165  舩坂 悠  モンデウスJrスキークラブ 59.40    
 16 177  中谷 美月  朝日ジュニアスキー  59.49    
 17 158  田中 樹  揖斐高原 F.Jr  1:00.79    
 18 156  野村 ひかり  飛騨ハイランドスキーJr 1:00.98    
 19 176  渡邊 ゆきの  ひるがのレーシングJr  1:01.79    
 20 164  根尾 春陽  河合スキージュニア  1:01.86    
 21 174  永田 恵子  モンデウスJrスキークラ 1:02.55    
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 29-01-2006／ モンデウス飛騨位山スノーパーク                   G8 ／ 2 
 
 DATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 
 

 22 175  豊住 康子  丹生川ジュニア  1:02.61    
 23 150  坂本 祥子  モンデウスJrスキークラ 1:02.90    
 24 180  高橋 陽美  揖斐高原 F.Jr  1:03.55    
 25 157  田嶋 夏己  流葉ジュニア  1:04.48    
 26 173  斎藤 のぞみ  飛騨ハイランドスキーJr 1:04.70    
 27 163  宇野 優花  岩村ジュニアスキークラ 1:05.40    
 28 168  細川 千波  流葉ジュニア  1:07.26    
 29 152  山崎 麻衣  神岡レーシングジュニア 1:08.36    
 30 167  後藤 志帆  岩村ジュニアスキークラ 1:13.17    
 31 179  中林 彩香  流葉ジュニア  1:14.61    
 32 155  中井 華奈  アルコピアJr  1:19.60    
 33 171  鈴木 萌加  岩村ジュニアスキークラ 1:22.49    
 34 181  市岡 優里菜  岩村ジュニアスキークラ 1:38.74    
 35 166  上出 ななみ  丹生川ジュニア  1:51.65    
 DID NOT START 2 
 146  清水 のぞみ  朝日ジュニアスキー      
 154  三島 菜摘  ひるがのレーシングJr      
 DID NOT FINISH 0 
 
 DISQUALIFIED 0      


