
成年女子Ｂ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 大場　順二 [岐阜] コース名

朴の木平大回転コース
主審 山本　千晶 [岐阜] スタート地点 1502m

フィニッシュ地点 1213m
競技委員長 宮腰　一臣 [岐阜] 標高差 289m
副競技委員長 下畑　由衛 [岐阜] ホモロゲーションNo. SAJ23-GS-50/91

コースセッター 高橋　佑介 [岐阜]
前走者 - A - 横井　保志 [愛知]
前走者 - B - 前田　真和 [愛知]
前走者 - C - 西　裕之 [愛知]

岐阜県高山市

 大回転
公式成績表

第66回　国民体育大会冬季大会スキー競技会岐阜県予選会
第77回　岐　　阜　　県　　ス　　キ　　ー　　選　手　権　大　会
第61回　常陸宮賜杯中部日本スキー大会　　　岐阜県予選会

旗門数 39(38) スタート時間 9:30
天候 くもり 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 -9.3℃ / -7.4℃

F=870
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 谷口絵美 岐阜 流葉スキー協会 1:11.99 0.00
2 5 塚本真弓 岐阜 キープワンスキークラ 1:13.47 17.89
3 4 田上友紀子 岐阜 流葉スキー協会 1:14.26 27.43
4 2 近藤一途 岐阜 平湯温泉ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:14.59 31.42
5 7 中谷弘美 岐阜 キープワンスキークラ 1:18.05 73.24
6 6 和田悦子 岐阜 コーモラントｽｷｰｸﾗﾌﾞ 1:38.41 319.29

DID NOT START 1
3 洞口ゆき 岐阜 中部電力岐阜スキーク

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0
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成年女子Ｂ

フィニッシュ時の上位１０名

順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ＳＡＧ 上位５ レース
No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント ポイント ポイント

1 1 谷口絵美 岐阜 流葉スキー協会 32.66 32.66 0.00
2 5 塚本真弓 岐阜 キープワンスキークラ 36.03 36.03 17.89
3 4 田上友紀子 岐阜 流葉スキー協会 59.04 59.04 27.43
4 2 近藤一途 岐阜 平湯温泉ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 44.23 44.23 31.42
5 7 中谷弘美 岐阜 キープワンスキークラ
6 6 和田悦子 岐阜 コーモラントｽｷｰｸﾗﾌﾞ 384.17 200.00 200.00

スタート時点の上位５名

競技 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ＳＡＧ
結果 No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

岐阜県高山市

 大回転
ペナルティーポイント計算表

--------------------------------------------

--------------------------------------------

第66回　国民体育大会冬季大会スキー競技会岐阜県予選会
第77回　岐　　阜　　県　　ス　　キ　　ー　　選　手　権　大　会
第61回　常陸宮賜杯中部日本スキー大会　　　岐阜県予選会

1 1 谷口絵美 岐阜 流葉スキー協会 32.66
2 5 塚本真弓 岐阜 キープワンスキークラ 36.03
4 2 近藤一途 岐阜 平湯温泉ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 44.23
3 4 田上友紀子 岐阜 流葉スキー協会 59.04
6 6 和田悦子 岐阜 コーモラントｽｷｰｸﾗﾌﾞ 200.00

合計
スタート時点のポイント上位５名 (B) 371.96

フィニッシュ時の上位１０名のポイント上位５名 (A) 371.96
該当選手のレースポイント (C) 276.74

ペナルティ計算　(A+B-C)/10=> 46.718

四捨五入 46.72
ペナルティ計算値 46.72

適用ペナルティ 46.72
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