
十種ヶ峰スキー場 競技開始 ：12:00 競技終了 ：12:33

 SAJ 技術代表 藤本　浩史 岩国  コース名 十種ヶ峰ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

 競技委員長 斉藤　正登 山口  標高差 46.0m

 コース係長 山下　茂生 長門  極限登高 12.0m

 合計登高 138.0m

 全長 1700 m

 周回数

 コース公認 No. SAJ**-CC-**/**

（小学女子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 22  --------岡本琉風 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ下松 10:38.2 00.0 0.00

2 21  --------岡本里菜 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ下松 14:22.5 3:44.3 281.17

Data Processing by IBM Timing by Ms'WiNG

十種ヶ峰スキー場

Print Date ： 2011/02/20

時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

PrintTime ： 14:03

ジュリー コースデータ

順位 Bib 名前 所属名

1 周

都道府県

第４５回山口県スキー選手権大会

第５回ジュニアスキー選手権大会

公式成績表

女子　1.7km

2011/2/20

技術代表 セクレタリー

藤本　浩史 桂　一史

雪温 気温

11:55 曇り 湿 －1.0℃ 8.0℃ 26% NNW/0.5m

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

3 3 0 0 0



十種ヶ峰スキー場 競技開始 ：12:00 競技終了 ：12:33

 SAJ 技術代表 藤本　浩史 岩国  コース名 十種ヶ峰ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

 競技委員長 斉藤　正登 山口  標高差 46.0m

 コース係長 山下　茂生 長門  極限登高 12.0m

 合計登高 138.0m

 全長 1700 m

 周回数

 コース公認 No. SAJ**-CC-**/**

（小学男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 23  --------岡本楓太 徳山ｼﾞｭﾆｱｽｷｰｸﾗﾌﾞ下松 09:52.0 00.0 0.00

Data Processing by IBM Timing by Ms'WiNG

十種ヶ峰スキー場

Print Date ： 2011/02/20 PrintTime ： 14:03

2011/2/20

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

1 周

第４５回山口県スキー選手権大会

第５回ジュニアスキー選手権大会

公式成績表

男子　1.7km

技術代表 セクレタリー

藤本　浩史 桂　一史

雪温 気温

11:55 曇り 湿 －1.0℃ 8.0℃ 26% NNW/0.5m

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



十種ヶ峰スキー場 競技開始 ：12:00 競技終了 ：12:33

 SAJ 技術代表 藤本　浩史 岩国  コース名 十種ヶ峰ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

 アシスタント技術代表  ------- --  標高差 46.0m

 競技委員長 斉藤　正登 山口  極限登高 12.0m

 合計登高 138.0m

 全長 1700 m

 周回数

 コース公認 No. SAJ**-CC-**/**

（高校女子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 28 1304137 徳永彩佳 豊北高校 下関 17:02.0 00.0 0.00

Data Processing by IBM Timing by Ms'WiNG

十種ヶ峰スキー場

Print Date ： 2011/02/20 PrintTime ： 14:03

2011/02/20

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

2 周

第４５回山口県スキー選手権大会

第５回ジュニアスキー選手権大会

公式成績表

女子　３km

技術代表 セクレタリー

藤本　浩史 桂　一史

雪温 気温

11:55 曇り 湿 －1.0℃ 8.0℃ 26% NNW/0.5m

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

3 3 0 0 0



十種ヶ峰スキー場 競技開始 ：12:00 競技終了 ：12:33

 SAJ 技術代表 藤本　浩史 岩国  コース名 十種ヶ峰ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

 競技委員長 斉藤　正登 山口  標高差 46.0m

 コース係長 山下　茂生 長門  極限登高 12.0m

 合計登高 138.0m

 全長 1700 m

 周回数

 コース公認 No. SAJ**-CC-**/**

（中学男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 26 1302733 藤本将史 玖珂中学校 岩国 16:46.6 00.0 0.00

2 25 1303567 小野村甚哉 阿東東中学校 山口 18:07.7 1:21.1 64.45

3 24 1304136 明日香 楽 阿東東中学校 山口 27:22.3 10:35.7 505.23

（一般男子）

SAJ ﾌｨﾆｯｼｭ

コード ﾀｲﾑ

1 27  --------弘中 進 ｳｫｰｷﾝｸﾞｽｷｰｸﾗﾌﾞ 周南 30:01.8 00.0 0.00

Data Processing by IBM Timing by Ms'WiNG

十種ヶ峰スキー場

Print Date ： 2011/02/20 PrintTime ： 14:03

時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ順位 Bib 名前 所属名 都道府県

2011/02/20

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

3 周

第４５回山口県スキー選手権大会

第５回ジュニアスキー選手権大会

公式成績表

男子　５km

技術代表 セクレタリー

藤本　浩史 桂　一史

雪温 気温

11:55 曇り 湿 －1.0℃ 8.0℃ 26% NNW/0.5m

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

4 4 0 0 0




