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少年女子            回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
殊才　豊                      aaa [石川　]技術代表 コース名
                          aaa 朴の木平カモシカコース
垣下　大吾                     aaa 1502m主審 [岐阜　] スタート地点
                          aaa 1375mフィニッシュ地点
下畑　由衛                     aaa 127m競技委員長 [岐阜　] 標高差
宮前　勝                      aaaコース係長 512m全長
山口　悦郎                     aaaスタート審判 37.5%最大斜度
                          aaa 5.3%最小斜度

      aaaフィニッシュ審判 大坪　徹                25.5%平均斜度
                          aaa SAJ20-SL-120/9ホモロゲーションＮｏ

      aaa
      aaa１本目 ２本目

高橋　稔                上坂　悟                      aaaコースセッター コースセッター[富山　] [愛知　]
二俣                  船場                        aaa前走者 前走者-A- -A-
船場                  黒谷                        aaa -B- -B-
黒谷                  森下                        aaa -C- -C-

                                              aaa
                                              aaa

                                              aaa
                          aaa                     

                                              aaa
                                              aaa      aaa
                                              aaa

スタート時間 12:30スタート時間 9:10旗門数 旗門数 43(43)44(44)
HARD雪質HARD天候 雪質小雪 天候 雪

      aaa / -2-2 / 11スタート/フィニッシュ地点気温スタート/フィニッシュ地点気温
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      aaa F=610 
スタート 競技者コード順位 2本目 合 計1本目 レース

No 氏名No 県  名 所  属 時 間時 間時 間 ポイント

飛騨神岡高校岐阜県1 47 栃本涼香 0.001:23.8641.0442.82
飛騨高山高校岐阜県2 50 竹内瑠美 8.151:24.9841.4843.50
飛騨神岡高校岐阜県3 54 船坂友希 14.551:25.8642.0143.85
星稜高校石川県4 52 松下　みなと 15.641:26.0141.9044.11
鶴来高校石川県5 43 山下　智奈未 19.201:26.5042.1544.35
飛騨神岡高校岐阜県6 62 忠地沙織 35.861:28.7943.3045.49
清水南高校静岡県7 41 渡辺　咲子 50.631:30.8244.4046.42
富山第一高校富山県8 56 佐々木 杏梨 58.121:31.8544.1747.68
雄山高校富山県9 51 北山 優姫 59.871:32.0944.5547.54
椙山女学園高校愛知県10 45 岩沙　萌 64.451:32.7245.3547.37
富山第一高校富山県11 64 古川 華子 65.251:32.8345.9346.90
北陸学院高校石川県12 60 加藤　ゆうみ 65.901:32.9244.6548.27
富山第一高校富山県13 61 明村 麻衣香 66.271:32.9745.4047.57
福井高校福井県14 59 斉藤　優衣 66.991:33.0745.4047.67
飛騨高山高校岐阜県15 68 清水宏美 80.601:34.9445.9948.95
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少年女子            

             AAA
F=610 

スタート 競技者コード順位 2本目 合 計1本目 レース
No 氏名No 県  名 所  属 時 間時 間時 間 ポイント

尾関学園高校愛知県16 48 吉田　恭子 86.421:35.7446.8648.88
勝山高校福井県17 69 黒瀬　友貴 97.181:37.2246.8750.35
不二聖心女子学院高校静岡県18 53 敷島　清香 128.601:41.5449.1952.35
沼津商業高校静岡県19 49 伊東　榛菜 139.441:43.0350.8552.18
東海大付属翔洋高校静岡県20 66 土屋　璃沙 164.541:46.4852.2754.21
愛知高校愛知県21 63 木下　奈々 185.711:49.3953.6755.72
星稜高校石川県22 67 前波　　彩 217.711:53.7949.611:04.18
いなべ総合学園三重県23 65 渡邊　麻友 234.951:56.161:00.2955.87
暁中学高等学校三重県24 46 内田　奈邦 249.431:58.1552.931:05.22
名城大附属高校愛知県25 70 角谷　茉亜子 261.141:59.7658.111:01.65
暁高校三重県26 57 板倉　加奈 273.792:01.5058.941:02.56
長久手高校愛知県27 58 吉野　真実 343.992:11.151:20.1251.03

0DID NOT START  [1st RUN]

2DID NOT FINISH [1st RUN]
富山第一高校富山県42 佐々木 珠里
鶴来高校石川県55 鶴尾　理菜

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

1DID NOT FINISH [2nd RUN]
大野高校福井県44 三嶋　真世

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殊才　豊                技術代表

／ ／朴の木平スキー場 2 S82008/01/29                 

TIMING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ ＯDATA PROCESSING by Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ


