
男子　3 ｋｍ クラシカル

芸北国際スキー場 開始時間 20:12

終了時間 20:32

 コースデータ

　技術代表 斉藤正登 （山口） 　コース名 芸北国際ｽｷｰ場センターｺｰｽ

　Ass技術代表  -----  ----- 　標高差 ---

　競技委員長 光貞賢志 （岩国） 　極限登高標高差 ---

　合計登高 ---

　全長 3Km

　周回数 5

【少年男子】

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 22 353062 福本翔馬 岩国 岩国高校広瀬分校 11:14.9 3:07.7 217.2

2 21 353031 岐部祐真 岩国 岩国高校広瀬分校 11:54.0 3:46.8 467.5

3 23 353063 藤本貴一 岩国 岩国高校広瀬分校 12:42.8 4:35.6 937.91

4 24 353013 大中悠太 岩国 岩国高校広瀬分校 17:43.2 9:36.0 945.81

25 353017 岡本楓太 下松 下松工業高校 DS

【成年男子A】
順位 Ｂｉｂ SAY 名前 都市名 所属名 ﾌｨﾆｯｼｭ 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 28 353029 藤本将史 学連 日本体育大学 08:07.2 00.0 98.04

2 27 353040 小野村甚哉 学連 九州大学 09:54.0 1:46.8 210.93

3 26 353021 金子岳史 学連 九州大学 10:36.8 2:29.6 477.77

【成年男子B】

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 29 353011 泉頭哲郎 周南 周南SC 11:44.6 00.0 356.98

時刻 雪温 気温 湿度

20:00 0.0℃ 2.0℃ 59%  -- --  -- --

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS

９ ８ １ 0 0

セクレタリー 技術代表

盛谷光廣 斉藤正登

Data Processing by SAY Print Date: Page 01

2017年1月9日

天候 雪質 風向　 / 　風速

曇り ソフト

参加者

ﾎﾟｲﾝﾄ

第72回国体クロスカントリー競技山口県最終選考会

クロスカントリー競技

公式成績表

順位 Ｂｉｂ 名前 都市名

  ジュリー

所属名 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

順位 Ｂｉｂ 名前 都市名 所属名 時間差

9-Jan-2017



女子　1.8 ｋｍ クラシカル

芸北国際スキー場 開始時間 20:12

終了時間 20:32

 コースデータ

　技術代表 斉藤正登 （山口） 　コース名 芸北国際ｽｷｰ場センターｺｰｽ

　Ass技術代表  -----  ----- 　標高差 ---

　競技委員長 光貞賢志 （岩国） 　極限登高標高差 ---

　合計登高 ---

　全長 1.8Km

　周回数 5

【成年女子A】

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 30 354027 山本みずほ 光 ひかりSC 08:41.6 00.0 360.9

666.73

【成年女子B】

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 31 354001 片岡理佳 岩国 美和SC 06:59.9 00.0 0

時刻 雪温 気温 湿度

20:00 0.0℃ 2.0℃ 59%  -- --  -- --

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS

２ ２ 0 0 0

セクレタリー 技術代表

盛谷光廣 斉藤正登

Data Processing by SAY Print Date: Page 02

2017年1月9日

順位 都市名 所属名

  ジュリー

名前Ｂｉｂ 時間差

第72回国体クロスカントリー競技山口県最終選考会

クロスカントリー競技

公式成績表

天候

曇り

順位 Ｂｉｂ 名前

9-Jan-2017

参加者

ﾎﾟｲﾝﾄ

ﾎﾟｲﾝﾄ

ソフト

風向　 / 　風速

都市名 所属名 時間差

雪質


