
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 [神奈川] コース名
主審 白沢　達夫 [神奈川] ダイナミックコース
競技委員長 羽田 [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. SAJ04-GS-65/93

１本目 ２本目
コースセッター 山岸 [神奈川] コースセッター 羽田 [神奈川]
前走者 - A - 星野　しゅうと [群　馬] 前走者 - A - 星野　しゅうと [群　馬]
前走者 - B - 中村　かずみ [群　馬] 前走者 - B - 中村　かずみ [群　馬]
前走者 - C - 星野　ゆうせい [群　馬] 前走者 - C - 星野　ゆうせい [群　馬]
前走者 - D - 大島　はやと [群　馬] 前走者 - D - 大島　はやと [群　馬]
前走者 - E - しおいり　かずや [長　野] 前走者 - E - しおいり　かずや [長　野]
前走者 - F - 笠原　そうま [群　馬] 前走者 - F - 笠原　そうま [群　馬]

旗門数 36(34) スタート時間 10:25 旗門数 38(37) スタート時間 13:30
天候 晴れ 雪質 ミディアム 天候 くもり 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 -4℃ / -1℃ スタート／フィニッシュ気温 -3℃ / 0℃

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 52 1021308 山岸 千紗 横　浜 K-Power 1:07.65 1:12.57 2:20.22 0.00
2 48 1009807 渡邉 美裕 中体連 法政大学第二中学 * 1:08.18 1:15.47 2:23.65 24.71

DID NOT START [1st RUN] 3
64 1031083 飯田 理津子 中体連 法政大学第二中学 *
68 1039145 弦巻 佳夢 逗　子 ショーナンキッズ *
69 1011730 加藤 レイネ 横　浜 横浜スポーツマン *

DID NOT FINISH [1st RUN] 0

DISQUALIFIED [1st RUN] 0

NOT P. START [1st RUN] 0

DID NOT START [2nd RUN] 0

2022-01-15 / 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８０回神奈川県スキー選手権大会

兼 第２３回神奈川県ジュニアスキー大会

スノーパーク尾瀬戸倉

女子 大回転

公式成績表



ユースＫ２（女子）

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] 2
26 1010243 瀬戸山 実咲 逗　子 ショーナンキッズ *
60 1040575 平井 碧 厚　木 ソニー厚木ＳＣ *

DISQUALIFIED [2nd RUN] 0

NOT P. START [2nd RUN] 0

技術代表 中田　圭 [神奈川] 

2022-01-15 / 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２３回神奈川県ジュニアスキー大会

スノーパーク尾瀬戸倉

第８０回神奈川県スキー選手権大会


