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OP ユースK1 女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田　圭 [SAK] コース名
主審 宮本　篤 [SAK] ファースト・セカンドコース
競技委員長 菊地　富士夫 [SAK] スタート地点 1520m

フィニッシュ地点 1360m
標高差 160m
全長 680m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%
ホモロゲーションNo. SAJ30-SL-02/12

１本目 ２本目
コースセッター 中田　圭 [SAK] コースセッター 金子　信太郎 [SAK]
前走者 - A - 大越　龍之介 [東急リゾー] 前走者 - A - 大越　龍之介 [東急リゾー]
前走者 - B - 桜田　明人 [SAK] 前走者 - B - 桜田　明人 [SAK]
前走者 - C - 水野　理人 [SAK] 前走者 - C - 水野　理人 [SAK]

旗門数 59(58) スタート時間 9:30 旗門数 59(58) スタート時間 13:00
天候 晴れ 雪質 ハード 天候 晴れ 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -2℃ / 0℃ スタート／フィニッシュ気温 -1℃ / 1℃

F=720.00
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 131 144528 堀江 莉颯 神奈川 日産自動車NTCスキー 1:18.35 1:17.09 2:35.44

DID NOT START [1st RUN] 0

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

DID NOT START [2nd RUN] 0

DID NOT FINISH [2nd RUN] 0

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

技術代表 中田　圭 [SAK] 
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OP ユースK2 女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田　圭 [SAK] コース名
主審 宮本　篤 [SAK] ファースト・セカンドコース
競技委員長 菊地　富士夫 [SAK] スタート地点 1520m

フィニッシュ地点 1360m
標高差 160m
全長 680m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%
ホモロゲーションNo. SAJ30-SL-02/12

１本目 ２本目
コースセッター 中田　圭 [SAK] コースセッター 金子　信太郎 [SAK]
前走者 - A - 大越　龍之介 [東急リゾー] 前走者 - A - 大越　龍之介 [東急リゾー]
前走者 - B - 桜田　明人 [SAK] 前走者 - B - 桜田　明人 [SAK]
前走者 - C - 水野　理人 [SAK] 前走者 - C - 水野　理人 [SAK]

旗門数 59(58) スタート時間 9:30 旗門数 59(58) スタート時間 13:00
天候 晴れ 雪質 ハード 天候 晴れ 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -2℃ / 0℃ スタート／フィニッシュ気温 -1℃ / 1℃

F=720.00
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 132 94715 永井 くるみ 長野県 依田窪レーシング 1:04.54 1:06.84 2:11.38

DID NOT START [1st RUN] 0

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

DID NOT START [2nd RUN] 0

DID NOT FINISH [2nd RUN] 0

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

技術代表 中田　圭 [SAK] 
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OP 成年女子C

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田　圭 [SAK] コース名
主審 宮本　篤 [SAK] ファースト・セカンドコース
競技委員長 菊地　富士夫 [SAK] スタート地点 1520m

フィニッシュ地点 1360m
標高差 160m
全長 680m
最大斜度 36.5%
平均斜度 19.5%
ホモロゲーションNo. SAJ30-SL-02/12

１本目 ２本目
コースセッター 中田　圭 [SAK] コースセッター 金子　信太郎 [SAK]
前走者 - A - 大越　龍之介 [東急リゾー] 前走者 - A - 大越　龍之介 [東急リゾー]
前走者 - B - 桜田　明人 [SAK] 前走者 - B - 桜田　明人 [SAK]
前走者 - C - 水野　理人 [SAK] 前走者 - C - 水野　理人 [SAK]

旗門数 59(58) スタート時間 9:30 旗門数 59(58) スタート時間 13:00
天候 晴れ 雪質 ハード 天候 晴れ 雪質 ハード
スタート／フィニッシュ気温 -2℃ / 0℃ スタート／フィニッシュ気温 -1℃ / 1℃

F=720.00
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間

1 133 47174 市川 美枝子 東京都 若葉スキークラブ 1:04.05 1:04.92 2:08.97
2 134 66492 木村 里絵 神奈川 東芝スキークラブ 1:17.18 1:15.82 2:33.00
3 135 27678 石川 花子 神奈川 横須賀雪友クラブ 1:20.61 1:17.08 2:37.69

DID NOT START [1st RUN] 0

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

DID NOT START [2nd RUN] 0

DID NOT FINISH [2nd RUN] 0

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

技術代表 中田　圭 [SAK] 
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