
山口県阿武郡阿東町 競技開始 ：13:00競技終了 ：14:15

SAJ 技術代表 斉藤 正登 阿東 コース名 十種ヶ峰スキー場

競技長 河村 重昭 岩国 標高差 ４８.０ m

アシスタント技術代表 ------- -- 極限登高 ２１.４ m

合計登高 １４４.０ m

全長 ３．０ Km

周回数 1

コース公認 No. -------

（高校男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 9 350006 中村 真巳 徳佐高等学校 阿武郡 41:38.7 00.0 0.00

2 8 350002 松本 健次 徳佐高等学校 阿武郡 43:53.9 2:15.2 43.29

3 4 333037 武藤 豪志 徳佐高等学校 阿武郡 48:00.3 6:21.6 122.18

4 7 353033 能野 有平 徳佐高等学校 阿武郡 48:47.1 7:08.4 137.16

5 5 353036 寺﨑 竜拓 徳佐高等学校 阿武郡 53:26.4 11:47.7 226.58

6 6 353038 藤田 瑞樹 徳佐高等学校 阿武郡 1:11:43.1 30:04.4 577.71

（一般男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 10 350004 光貞 賢志 錦スキークラブ 岩国市 36:18.0 00.0 0.00
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十種ヶ峰スキー場/阿東

第４２回山口県スキー選手権大会

第２回ジュニアスキー選手権大会

フリー男子 １０km

公式成績表

2008/02/09

ジュリー コースデータ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

技術代表 セクレタリー

斉藤 正登 桂 一史

雪温 気温

12:55 曇り/雪 湿 －1.0℃ 2.5℃ 41% NNW/1.5m

湿度 風向/風速時刻 天候 雪質
温度

参加者

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS

1 1 0 0 0



山口県阿武郡阿東町 競技開始 ：13:00 競技終了 ：14:15

SAJ 技術代表 斉藤 正登 阿東 コース名 十種ヶ峰スキー場

競技長 河村 重昭 岩国 標高差 ４８.０ m

アシスタント技術代表 ------- -- 極限登高 ２１.４ m

合計登高 １４４.０ m

全長 ３．０ Km

周回数 2

コース公認 No. -------

（中学男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 3 353016 平田 祐介 本郷中学校 岩国市 42:02.0 00.0 0.00
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十種ヶ峰スキー場/阿東

第４２回山口県スキー選手権大会

第２回ジュニアスキー選手権大会

フリー男子 ５km

公式成績表

2008/02/09

ジュリー コースデータ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

技術代表 セクレタリー

斉藤 正登 桂 一史

雪温 気温

12:55 曇り/雪 湿 －1.0℃ 2.5℃ 41% NNW/1.5m

湿度 風向/風速時刻 天候 雪質
温度

参加者

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS

1 1 0 0 0



山口県阿武郡阿東町 競技開始 ：13:00 競技終了 ：14:15

SAJ 技術代表 斉藤 正登 阿東 コース名 十種ヶ峰スキー場

競技長 河村 重昭 岩国 標高差 ４８.０ m

アシスタント技術代表 ------- -- 極限登高 ２１.４ m

合計登高 １４４.０ m

全長 ３．０ Km

周回数 2

コース公認 No. -------

（中学女子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 2 354006 山本 紗帆 高森みどり中学校 岩国市 29:47.3 00.0 0.00
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十種ヶ峰スキー場/阿東

第４２回山口県スキー選手権大会

第２回ジュニアスキー選手権大会

フリー女子 ５km

公式成績表

2008/02/09

ジュリー コースデータ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

技術代表 セクレタリー

斉藤 正登 桂 一史

雪温 気温

12:55 曇り/雪 湿 －1.0℃ 2.5℃ 41% NNW/1.5m

湿度 風向/風速時刻 天候 雪質
温度

参加者

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS

1 1 0 0 0



山口県阿武郡阿東町 競技開始 ：13:00 競技終了 ：14:15

SAJ 技術代表 斉藤 正登 阿東 コース名 十種ヶ峰スキー場

競技長 河村 重昭 岩国 標高差 ４８.０ m

アシスタント技術代表 ------- -- 極限登高 ２１.４ m

合計登高 １４４.０ m

全長 ３．０ Km

周回数 １

コース公認 No. -------

（小学男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 1 ------ 小野村 甚哉 阿東町スポ少 阿武郡 21:51.3 00.0 0.00
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十種ヶ峰スキー場/阿東

第４２回山口県スキー選手権大会

第２回ジュニアスキー選手権大会

フリー男子 ２．５km

公式成績表

2008/02/09

ジュリー コースデータ

順位 Bib 名前 所属名 都道府県 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

技術代表 セクレタリー

斉藤 正登 桂 一史

雪温 気温

12:55 曇り/雪 湿 －1.0℃ 2.5℃ 41% NNW/1.5m

湿度 風向/風速時刻 天候 雪質
温度

参加者

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS

1 1 0 0 0


