
女子の部 クラシカル

ひろしま県民の森スキー場 開始時間 13:00

終了時間  -- --

 コースデータ

　技術代表 斉藤正登 （SAJ） 　コース名 ひろしま県民の森スキー場

　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 500m

　周回数 1周

【中学女子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 61 --- 片岡志穂 岩国 美和中学校 02:32.7 00.0 ---

【高校女子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

【一般女子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 63 --- 片岡　理佳 岩国 --- 02:21.0 00.0 ---

2 64 --- 橋本紀誉子 周南 --- 04:19.8 1:58.8 ---

62 --- 片岡歩実 岩国 美和中学校 D

65 --- 竹本美子 周南 --- D

時刻 雪温 気温 湿度

12:55  -- --  -- --  -- --  -- --  -- --

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS

5 3 0 0 2

競技セクレタリー 技術代表

紅床次美 斉藤正登

Data Processing by SAY Print Date: Page 01

曇り/雪  -- --

29-Jan-2023

参加者

ﾎﾟｲﾝﾄ時間差

令和５年山口県体育大会冬季大会スキー競技会

クロスカントリー競技

公式成績表

2023年1月29日

名前

雪質 風向　 / 　風速天候

順位 Ｂｉｂ 名前 都市名 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 ﾎﾟｲﾝﾄ

順位 都市名 所属名

  ジュリー

Ｂｉｂ



男子の部 クラシカル

ひろしま県民の森スキー場 開始時間 13:00

終了時間  -- --

 コースデータ

　技術代表 斉藤正登 （SAJ） 　コース名 ひろしま県民の森スキー場

　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 500m

　周回数 1周

【中学男子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

OP 99 --- 村上　昊 山口 阿東中学校 02:58.4 00.0 ---

【高校男子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

【成年男子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

1 85 --- 吉浦　満 光 --- 02:38.5 00.0 ---

2 80 --- 藤井謙義 柳井 --- 02:46.3 07.8 ---

3 83 --- 長弘健一 光 --- 02:47.7 09.2 ---

4 87 --- 紅床次美 岩国 --- 02:48.0 09.5 ---

5 91 --- 伊藤桂一 周南 --- 02:50.1 11.6 ---

6 89 --- 多田優輝 周南 --- 02:52.7 14.2 ---

7 88 --- 松重孝史 岩国 --- 02:55.3 16.8 ---

8 68 --- 山中法光 岩国 --- 02:56.4 17.9 ---

9 90 --- 清水龍男 周南 --- 03:07.9 29.4 ---

10 81 --- 中谷哲久 柳井 --- 03:12.9 34.4 ---

11 86 --- 三上和弘 岩国 --- 03:14.0 35.5 ---

12 84 --- 菊地　辰 光 --- 03:15.3 36.8 ---

13 82 --- 堀田嘉信 柳井 --- 03:19.1 40.6 ---

14 74 --- 川口道則 周南 --- 03:25.3 46.8 ---

15 70 --- 谷　将人 光 --- 03:36.4 57.9 ---

16 75 --- 岩井紀樹 周南 --- 03:41.7 1:03.2 ---

17 72 --- 和田　晃 岩国 --- 03:53.7 1:15.2 ---

Data Processing by SAY Print Date: Page 02

令和５年山口県体育大会冬季大会スキー競技会

29-Jan-2023

順位 Ｂｉｂ 名前 都市名 所属名 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

  ジュリー

所属名 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ順位 Ｂｉｂ 名前 都市名

2023年1月29日

順位 Ｂｉｂ 名前 都市名 所属名 時間差

クロスカントリー競技

公式成績表

ﾎﾟｲﾝﾄ



男子の部 クラシカル

ひろしま県民の森スキー場 開始時間 13:00

終了時間  -- --

【成年男子の部】　

SAY ﾌｨﾆｯｼｭ

ｺｰﾄﾞ ﾀｲﾑ

66 --- 福田康法 光 --- D

67 --- 村田　誠 山口 --- D

69 --- 神代雅光 周南 --- D

71 --- 池田基次 山口 --- D

73 --- 川口卓也 周南 --- D

76 --- 今井孝彦 周南 --- D

時刻 雪温 気温 湿度

12:55  -- --  -- --  -- --  -- --  -- --

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DSQ DNF DNS

23 23 0 0 6

競技セクレタリー 技術代表

紅床次美 斉藤正登

Data Processing by SAY Print Date: Page 0329-Jan-2023

Ｂｉｂ 名前 都市名 所属名 時間差 ﾎﾟｲﾝﾄ

 -- --

クロスカントリー競技

公式成績表

2023年1月29日

令和５年山口県体育大会冬季大会スキー競技会

順位

参加者

天候 雪質 風向　 / 　風速

曇り/雪


