
ジュニア 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 吉野 大成 [SAK] 国体女子（沢）コース
競技委員長 入澤　茂 [群馬県] スタート地点 1221m

フィニッシュ地点 1121m
標高差 100m
最大斜度 15%
平均斜度 12%

１本目 ２本目
コースセッター 宮本 篤 [SAK] コースセッター 水野 理人 [SAK]
前走者 - A - カサハラ　リョウマ [群馬県] 前走者 - A - カサハラ　リョウマ [群馬県]
前走者 - B - ササキ　リョウト [群馬県] 前走者 - B - ササキ　リョウト [群馬県]
前走者 - C - ウメザワ　マナカ [群馬県] 前走者 - C - ウメザワ　マナカ [群馬県]
前走者 - D - ホシノ　ショウト [群馬県] 前走者 - D - ホシノ　ショウト [群馬県]
前走者 - E - ホシノ　ユウセイ [群馬県] 前走者 - E - ホシノ　ユウセイ [群馬県]

旗門数 40(39) スタート時間 9:50 旗門数 39(38) スタート時間 12:30
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℃ / -1℃ スタート／フィニッシュ気温 2℃ / 4℃

F=730.00
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ １本目 ２本目 合　計 レース

No No 氏名 県　名 所　属　名 時　間 時　間 時　間 ポイント

1 53 0710001 近藤 華穂 高体連 カリタス女子高校 43.95 45.15 1:29.10 0.00
2 52 0971702 堤 愛理 高体連 慶應湘南藤沢高校 37.89 51.90 1:29.79 5.65
3 56 1010830 廣瀬 莉帆 高体連 慶應湘南藤沢高校 46.84 48.00 1:34.84 47.03
4 57 1005094 松岡 綾音 高体連 慶應湘南藤沢高校 55.90 58.60 1:54.50 208.10
5 58 1010805 木村 眞帆 高体連 慶應湘南藤沢高校 1:04.52 1:03.71 2:08.23 320.59

DID NOT START [1st RUN] 0

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

NOT P. START [1st RUN] 0

DID NOT START [2nd RUN] 0
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DID NOT FINISH [2nd RUN] 0

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

NOT P. START [2nd RUN] 0

技術代表 中田 圭 [SAK] 
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