
ジュリー -------------------------- テクニカルデータ ----------------------

技術代表 松本 満男 コース名 十種ヶ峰リーゼンコース

主審 亀岡 克彦 スタート地点標高 ８５０ m

競技委員長 木村 賀宥 フィニッシュ地点標高 ６８４ m

標高差 １６６ m

全長 ５００ m

大会コード No GS/No,03 '2008/SAY SAJ コース公認 No ----

１本目 --------------------------- ２本目 ---------------------------

コースセッター 斉藤 勝典 コースセッター ------

前走 F - A 倉田 恭輔 前走 F - A --- ---

F - B 村田 泰伸 F - B --- ---

F - C --- --- F - C --- ---

F - D --- --- F - D --- ---

旗門数 20 （20） 旗門数 -- (--)

スタート時間 10:00 スタート時間 --:--

気象状況 ---------------------------------------------------------------------------------

１本目 天候： 曇り/晴れ 雪質： 湿 ２本目 天候 ： --- 雪質： ---

１本目 スタート/フィニッシュ気温： 0.0 / 3.0℃ ２本目 スタート/フィニッシュ気温： -/-

( 小学女子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

1 4 ------ 坪井黛野(4) 秋芳 岩国JrＡＲＴ 50.81 --.-- 0:50.81 130.92

2 3 ------ 部田倭葉(5) 岩国 錦JrＳＲ 1:03.35 --.-- 1:03.35 380.41

3 5 ------ 林 亜莉沙(4) 阿東 阿東町スポ少 1:03.65 --.-- 1:03.65 386.38

4 1 ------ 小林瑛乃(3) 岩国 錦JrＳＲ 1:04.50 --.-- 1:04.50 403.29

5 2 ------ 部田しずく(4) 岩国 錦JrＳＲ 1:36.47 --.-- 1:36.47 1039.37

( 中学女子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

1 13 350002 秋冨 里奈 長門 仙崎中学校 49.41 --.-- 0:49.41 103.06

2 12 350008 秋冨 真穂 長門 仙崎中学校 52.29 --.-- 0:52.29 160.36

3 14 350007 坪井 瑞葉 秋芳 秋芳北中学校 5:23.43 --.-- 5:23.43 5554.96

( 高校女子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

1 16 350011 山本麻衣子 岩国 岩国高校 44.23 --.-- 0:44.23 0.00

2 17 350001 白石 里愛 岩国 広瀬高校 44.75 --.-- 0:44.75 10.35
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ジュリー -------------------------- テクニカルデータ ----------------------

技術代表 松本 満男 コース名 十種ヶ峰リーゼンコース

主審 亀岡 克彦 スタート地点標高 ８５０ m

競技委員長 木村 賀宥 フィニッシュ地点標高 ６８４ m

標高差 １６６ m

全長 ５００ m

大会コード No GS/No,03 '2008/SAY SAJ コース公認 No ----

１本目 --------------------------- ２本目 ---------------------------

コースセッター 斉藤 勝典 コースセッター ------

前走 F - A 倉田 恭輔 前走 F - A --- ---

F - B 村田 泰伸 F - B --- ---

F - C --- --- F - C --- ---

F - D --- --- F - D --- ---

旗門数 20 （20） 旗門数 -- (--)

スタート時間 10:00 スタート時間 --:--

気象状況 ---------------------------------------------------------------------------------

１本目 天候： 曇り/晴れ 雪質： 湿 ２本目 天候 ： --- 雪質： ---

１本目 スタート/フィニッシュ気温： 0.0 / 3.0℃ ２本目 スタート/フィニッシュ気温： -/-

( 小学男子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

1 7 351033 神岡大己(5) 周南 徳山JrＳＣ 49.65 --.-- 0:49.65 64.49

2 8 ------ 隅 駿樹(6) 玖珂 錦JrＳＲ 52.55 --.-- 0:52.55 119.65

3 11 ------ 中村寛人(4) 岩国 錦JrＳＲ 58.27 --.-- 0:58.27 228.47

4 10 ------ 若松聖也(5) 岩国 錦JrＳＲ 59.47 --.-- 0:59.47 251.29

5 6 ------ 小野村甚哉(5) 阿東 阿東町スポ少 59.99 --.-- 0:59.99 261.18

6 9 ------ 小林瑞樹(5) 岩国 錦JrＳＲ 1:00.08 --.-- 1:00.08 262.90

( 中学男子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

DS 15 350018 山田 真志 岩国 岩国JrＡＲＴ
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( 高校男子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

DS 18 350024 中西祐一郎 岩国 広瀬高校

DS 19 350021 藤原 裕也 周南 聖光高校

( 一般男子 ) F=880

順位 Bib SAY cord 氏名 ---- 地区 - 所属 ------- １本目 ２本目 合計 Points

1 20 351068 山影 司 防府 スカーゼ 46.26 --.-- 0:46.26 0.00

Jury Signature T D 松本 満男
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10-Feb-08 GSL M / 04
Data processing by IBM Timing by SEIKO

'2008
十種ヶ峰スキー場/阿東

第２８回十種ケ峰リーゼンスラローム大会

GIANT SLALOM (M)


