
Official　Result 2005年03月13日 開始時間 11:30
山口県スキー連盟 終了時間 12:45

  ジュリー  コースデータ
SAJ 技術代表 藤本　浩史 ( 玖 珂 ) 　 コース名 大山スキー場
競技長 斉藤　正登 ( 阿 武 )    全長 0
チーム代表 福原　傳夫 ( 周南 )    標高差     ( HD ) 0

   極限登高  ( MC ) 0
   合計登高  ( TC ) 0
   出発・決勝標高 0

出場者人数 0    コース公認 No.  -------
スタート人数 0 F値 ＝ 800

気象状況 観測時間 気 温          風 向          風 速           雪 温          天 候          湿 度
11:15 -1.5℃           NW            1.5m           －3.5℃          雪            73%

高校男子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 55 356016 森田浩司 玖珂 広瀬高校 46:35.4 00.0 43.04
2 54 356015 大津　晶 阿武 徳佐高校 49:19.5 2:44.1 92.52
3 53 356013 倉本正義 玖珂 広瀬高校 1:03:22.9 16:47.5 346.88
4 52 356014 伊藤貴章 阿武 徳佐高校 1:15:48.1 29:12.7 571.61
5 51 356008 曽我直紀 玖珂 広瀬高校 1:19:17.4 32:42.0 634.73

一般男子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 59 356003 光貞賢志 玖珂 錦ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 44:12.7 00.0 0.00
2 58 356001 折本真得 玖珂 羅漢友の会 52:13.2 8:00.5 144.91
3 57 356028 田中　翼 阿武 阿東体協 53:31.8 9:19.1 168.61
4 56 356029 隅　　望 玖珂 美川ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 54:11.3 9:58.6 180.53

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

Jury Signature

  Technical Delegate 藤本　浩史

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

10 km   Classical
河村杯クロスカントリー大会



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 59 光貞賢志 玖珂 錦ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 ---

2 55 森田浩司 玖珂 広瀬高校 160.00 160.00

3 54 大津　晶 阿武 徳佐高校 160.00 160.00

4 58 折本真得 玖珂 羅漢友の会 160.00 160.00

5 57 田中　翼 阿武 阿東体協 160.00 ---

合　　計 480.00

480.00 ÷  3.75  = 128.00

             ミニマムポイント 　---.--

             レ－スペナルティ 128.00

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

河村杯クロスカントリー大会

ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表

10 km   Classical



Official　Result 2005年03月13日 開始時間 11:30
山口県スキー連盟 終了時間 12:45

  ジュリー  コースデータ
SAJ 技術代表 藤本　浩史 ( 玖 珂 ) 　 コース名 大山スキー場
競技長 斉藤　正登 ( 阿 武 )    全長 ６ Km
チーム代表 福原　傳夫 ( 周南 )    標高差     ( HD ) ４８.０ m

   極限登高  ( MC ) ２１.４ m
   合計登高  ( TC ) １４４.０ m
   出発・決勝標高 ４８７.４ m

出場者人数 9    コース公認 No.  -------
スタート人数 8 F値 ＝ 800

気象状況 観測時間 気 温          風 向          風 速           雪 温          天 候          湿 度
11:15 -1.5℃           NW            1.5m           －3.5℃          雪            73%

高校女子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 66 352002 西村梨花 阿武 徳佐高校 39:48.3 00.0 811.40

一般女子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 68 352005 谷口理佳 玖珂 美和ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 37:13.2 00.0 706.76
2 67 352010 下川優子 阿武 阿東体協 38:33.3 1:20.1 760.80

中学男子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 65 356012 三浦克敏 玖珂 本郷中学校 31:06.4 00.0 0.00
2 64 356017 橋本康平 玖珂 本郷中学校 32:41.6 1:35.2 40.81
3 62 356009 森田陵介 玖珂 本郷中学校 33:48.7 2:42.3 69.57
4 61 356018 川崎　晃 玖珂 本郷中学校 38:58.9 7:52.5 202.53
5 60 356006 蛭谷直人 玖珂 本郷中学校 49:43.4 18:37.0 478.78

DID NOT START 1
63 356011 井原大地 玖珂 本郷中学校

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

Jury Signature

  Technical Delegate 藤本　浩史

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

5 km   Classical
河村杯クロスカントリー大会



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 68 谷口理佳 玖珂 美和ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

2 67 下川優子 阿武 阿東体協 160.00 #N/A

3 66 西村梨花 阿武 徳佐高校 160.00 #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

合　　計 #N/A

#N/A ÷  3.75  = #N/A

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ #N/A

出場者不足のためポイント成立せず

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

河村杯クロスカントリー大会

女子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表

5 km   Classical



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 65 三浦克敏 玖珂 本郷中学校 160.00  ---

2 64 橋本康平 玖珂 本郷中学校 160.00 160.00

3 62 森田陵介 玖珂 本郷中学校 160.00 160.00

4 61 川崎　晃 玖珂 本郷中学校 160.00 160.00

5 60 蛭谷直人 玖珂 本郷中学校 160.00  ---

合　　計 480.00

480.00 ÷  3.75  = 128.00

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ 128.00

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

5 km   Classical
男子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表

河村杯クロスカントリー大会



Official　Result 2005年03月13日 開始時間 11:30
山口県スキー連盟 終了時間 12:45

  ジュリー  コースデータ
SAJ 技術代表 藤本　浩史 ( 玖 珂 ) 　 コース名 大山スキー場
競技長 斉藤　正登 ( 阿 武 )    全長 ３ Km
チーム代表 福原　傳夫 ( 周南 )    標高差     ( HD ) ４８.０ m

   極限登高  ( MC ) ２１.４ m
   合計登高  ( TC ) ７２.０ m
   出発・決勝標高 ４８７.４ m

出場者人数 ７    コース公認 No.  -------
スタート人数 7 F値 ＝ 800

気象状況 観測時間 気 温          風 向          風 速           雪 温          天 候          湿 度
11:15 -1.5℃           NW            1.5m           －3.5℃          雪            73%

中学女子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 69 352003 岩村　優 岩国 岩国中学校 19:45.7 00.0 0.00

小学高学年女子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 74 352008 玉田早希 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 24:33.3 00.0 0.00
2 73 352009 神岡知世 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 26:08.3 1:35.0 51.58

小学高学年男子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 72 356022 金城尚樹 周南 ｳｫｰｷﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 18:41.6 00.0 0.00
2 71 356024 藤本航希 玖珂 羅漢友の会 19:08.4 26.8 19.12
3 70 356027 内藤　響 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 25:39.7 6:58.1 298.22

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 1
75 352006 山本紗帆 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ

DISQUALIFIED 0

Jury Signature

  Technical Delegate 藤本　浩史

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

3 km   Classical
河村杯クロスカントリー大会



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 69 岩村　優 岩国 岩国中学校 160.00 #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

合　　計 #N/A

#N/A ÷  3.75  = #N/A

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ #N/A

出場者不足のためポイント成立せず

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

河村杯クロスカントリー大会

3 km   Classical
中学女子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 74 玉田早希 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

2 73 神岡知世 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

合　　計 #N/A

#N/A ÷  3.75  = #N/A

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ #N/A

出場者不足のためポイント成立せず

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

小学高学年女子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表

3 km   Classical
河村杯クロスカントリー大会



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 72 金城尚樹 周南 ｳｫｰｷﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

2 71 藤本航希 玖珂 羅漢友の会 160.00 #N/A

3 70 内藤　響 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

合　　計 #N/A

#N/A ÷  3.75  = #N/A

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ #N/A

出場者不足のためポイント成立せず

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

河村杯クロスカントリー大会

3 km   Classical
小学高学年男子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表



Official　Result 2005年03月13日 開始時間 11:41
山口県スキー連盟 終了時間 12:45

  ジュリー  コースデータ
SAJ 技術代表 藤本　浩史 ( 玖 珂 ) 　 コース名 大山スキー場
競技長 斉藤　正登 ( 阿 武 )    全長 ６ Km
チーム代表 福原　傳夫 ( 周南 )    標高差     ( HD ) ４８.０ m

   極限登高  ( MC ) ２１.４ m
   合計登高  ( TC ) １４４.０ m
   出発・決勝標高 ４８７.４ m

出場者人数 5    コース公認 No.  -------
スタート人数 5 F値 ＝ 800

気象状況 観測時間 気 温          風 向          風 速           雪 温          天 候          湿 度
11:15 -1.5℃           NW            1.5m           －3.5℃          雪            73%

小学低学年女子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 80 352007 山本鈴菜 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 19:01.3 00.0 0.00

小学低学年男子
順位 Bib SAJ cord 氏名 ------- 県名 - 所属 -------- 中間ﾀｲﾑ ﾗﾝｸ 所要時間 時間差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ
1 79 356023 藤本将史 玖珂 羅漢友の会 11:04.3 00.0 0.00
2 78 356026 神岡大己 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 13:28.2 2:23.9 173.30
3 76 356021 金城宏哉 周南 ｳｫｰｷﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 16:33.6 5:29.3 396.57
4 77 356025 玉田匠吾 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 17:36.5 6:32.2 472.32

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

Jury Signature

  Technical Delegate 藤本　浩史

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

2 km   Classical
河村杯クロスカントリー大会



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 80 山本鈴菜 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

合　　計 #N/A

#N/A ÷  3.75  = #N/A

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ #N/A

出場者不足のためペナルティポイント成立せず

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

小学低学年女子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表

2 km   Classical
河村杯クロスカントリー大会



PL Bib 競技者氏名       所　　　属 SAYﾎﾟｲﾝﾄ 計　　算

1 79 藤本将史 玖珂 羅漢友の会 160.00 #N/A

2 78 神岡大己 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

3 76 金城宏哉 周南 ｳｫｰｷﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

4 77 玉田匠吾 周南 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ 160.00 #N/A

5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

合　　計 #N/A

#N/A ÷  3.75  = #N/A

             ミニマムポイント 　--.--

             レ－スペナルティ #N/A

出場者不足のためペナルティポイント成立せず

技術代表 藤本　浩史

サ　イ　ン

Timing Data by SEIKO Data processing by FUJIKEN

S.A.Yamaguch

2 km   Classical
小学低学年男子　ペナルティﾎﾟｲﾝﾄ計算表

河村杯クロスカントリー大会




