
読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

女子２部            大回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
滝川　勝                      aaa技術代表 コース名
                          aaa 朴の木平大回転コース
柚原　栄                      aaa 1534m主審 スタート地点
                          aaa 1230mフィニッシュ地点
宮前　勝                      aaa 304m競技委員長 標高差
                          aaa 1425m全長
                          aaa
                          aaa

      aaa                     
                          aaa SAJ20-GS-50/91ホモロゲーションＮｏ

      aaa
      aaa１本目 ２本目

下畑　由衛               下畑　由衛                     aaaコースセッター コースセッター
水上                  水上                        aaa前走者 前走者-A- -A-
森本                  森本                        aaa -B- -B-
松井                  松井                        aaa -C- -C-

堀ノ上                 堀ノ上                       aaa -D- -D-
森下                  森下                  -E- -E-      aaa

佐藤                  佐藤                  -F- -F-      aaa
本田                  -G-      aaa 本田                  -G-

藤原                  藤原                  -H- -H-      aaa
                                              aaa      aaa
                                              aaa

スタート時間 12:40スタート時間 9:00旗門数 旗門数 40(38)38(38)
HARD雪質HARD天候 雪質晴れ 天候 晴れ

      aaa / -4-6 / -1-3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=880 
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

松阪レーシングＳＣ三重1 12 鳥山　真弓 0.002:28.981:15.791:13.19
豊川市スキー協会愛知2 23 成瀬　麻優子 16.602:31.791:16.811:14.98
アルコピアスキークラブ岐阜3 14 切手　加代 34.382:34.801:17.641:17.16
ローカスＳＣ静岡4 19 小西　せつ子 49.562:37.371:18.811:18.56
チームスカイ愛知5 15 成瀬　　文 57.122:38.651:19.191:19.46
ちくさスキークラブ愛知6 13 須藤　康子 57.412:38.701:19.991:18.71
豊田中央研究所スキー部愛知7 11 月ｹ瀬　あずさ 59.252:39.011:20.781:18.23
松阪レーシングＳＣ三重8 9 渡部　真穂 59.482:39.051:19.891:19.16
カトウスキーチーム愛知9 21 坪井　　香 63.442:39.721:20.211:19.51
豊田通商山岳スキー部愛知10 28 三島　由美子 72.892:41.321:21.051:20.27
アポプレキシアスキーチーム愛知11 10 浜口　尚美 84.112:43.221:21.331:21.89
松阪レーシングＳＣ三重12 27 吉田　みやこ 86.952:43.701:21.571:22.13
チームスカイ愛知13 34 下村　早和子 88.722:44.001:22.171:21.83
トヨタ自動車㈱スキー部愛知14 22 薮崎　浩美 101.012:46.081:24.101:21.98
トリイスポーツクラブ愛知15 24 深谷　恭子 106.972:47.091:22.831:24.26

／ ／朴の木平スキー場 1 G805/01/2008                 

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



読売杯争奪
第３３回東海社会人スキー選手権

　

女子２部            

             AAA
F=880 

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

リベルテスキークラブ愛知16 17 杉浦　香絵 116.842:48.761:26.411:22.35
岐阜アルペンＳＣ岐阜17 35 今村　栄富 124.042:49.981:23.901:26.08
がんばＳＣ愛知18 18 江崎　加苗 125.762:50.271:21.821:28.45
貝月スキークラブ岐阜19 20 椿井　久美子 135.442:51.911:25.941:25.97
松阪レーシングＳＣ三重20 31 一丁田　洋子 141.882:53.001:23.921:29.08
松阪レーシングＳＣ三重21 36 神藤　育子 170.532:57.851:29.321:28.53
チームスカイ愛知22 26 宮城　亜津子 177.032:58.951:30.271:28.68
エキスパートＳＣ愛知23 16 林　　美穂 187.783:00.771:30.671:30.10
カトウスキーチーム愛知24 32 澤田　令子 202.603:03.281:32.491:30.79
リベルテスキークラブ愛知25 25 飯田　美帆 203.253:03.391:31.411:31.98
ＤＥＮＳＯ電友会ＳＫＩ部愛知26 33 森山　珠江 228.593:07.681:34.771:32.91
リベルテスキークラブ愛知27 30 北口　千奈子 468.183:48.241:31.992:16.25

1DID NOT START  [1st RUN]
富士宮スキー協会静岡29 大鉢　玲奈

0DID NOT FINISH [1st RUN]

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

0DID NOT FINISH [2nd RUN]

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿滝川　勝                技術代表

／ ／朴の木平スキー場 2 G805/01/2008                 

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


