
成年女子Ｂ

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 中田 圭 [神奈川] コース名
主審 白沢 達夫 [高体連] ダイナミックコース
競技委員長 羽田 勤 [群　馬] スタート地点 1231m

フィニッシュ地点 1134m
標高差 97m
最大斜度 47.5%
最小斜度 12.3%
平均斜度 29.8%
ホモロゲーションNo. SAJ02-GS-65/93

１本目 ２本目
コースセッター 大竹 凛 [群　馬] コースセッター 大石 桂 [神奈川]
前走者 - A - ホシノ ショウト [群　馬] 前走者 - A - ホシノ ショウト [群　馬]
前走者 - B - ササキ リョウト [群　馬] 前走者 - B - ナカムラ カズム [群　馬]
前走者 - C - イシグロ アオ [群　馬] 前走者 - C - ウメザワ マナカ [群　馬]
前走者 - D - ウメザワ マナカ [群　馬] 前走者 - D - ハギワラ ハズキ [群　馬]

旗門数 40(38) スタート時間 9:45 旗門数 37(35) スタート時間 13:30
天候 くもり 雪質 ミディアム 天候 雪 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 -5℃ / -3℃ スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / -1℃

F=1010
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 54 0946902 原 杏沙花 横　浜 K-LINE SKI CLUB 1:05.31 1:03.53 2:08.84 0.00
2 80 0710007 黒川 悠文 鎌　倉 三菱電機大船スキー部 1:08.23 1:05.58 2:13.81 38.96
3 82 1029069 吉田 祥子 横　浜 K-LINE SKI CLUB 1:13.66 1:09.57 2:23.23 112.81
4 51 1011732 毛利 由起子 横　浜 横浜スポーツマン 1:18.78 1:12.81 2:31.59 178.34

DID NOT START [1st RUN] 0

DID NOT FINISH [1st RUN] 1
61 0127109 森川 順子 川　崎 富士通スキー部

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

NOT P. START [1st RUN] 0

DID NOT START [2nd RUN] 0

2021-01-16 / スノーパーク尾瀬戸倉 ダイナミックコース GL8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第７９回神奈川県スキー選手権大会

兼 第２２回神奈川県ジュニアスキー大会 第１戦

スノーパーク尾瀬戸倉

女子 大回転

公式成績表



成年女子Ｂ

F=1010
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

DID NOT FINISH [2nd RUN] 0

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

NOT P. START [2nd RUN] 0

技術代表 中田 圭 [神奈川] 

2021-01-16 / スノーパーク尾瀬戸倉 ダイナミックコース GL8 / 2

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

兼 第２２回神奈川県ジュニアスキー大会 第１戦

スノーパーク尾瀬戸倉

第７９回神奈川県スキー選手権大会


