
大回転 公式成績表
ジュリー コースデータ

技術代表 竹田年男 コース名            
主審 瀧元一男 よませ高社山コース

競技委員長 畔上　勝 スタート地点標高    1060.0 m
フィニッシュ地点標高 809.0 m
標高差              251.0 m
コース公認№        

１本目

コースセッター 畔上冬真

前走者      -A- 湯本快誠

-B- 徳竹希星

-C- 斉藤維吹

-D- 宮津　柊

-E- 岡田徠夢

旗門数 35(34)
開始時間 10:45
天候 Cloudy - 曇り
雪質 Compacted - 圧雪
ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ気温 - 3.0 / - 5.0

順位 Bib SAJｺｰﾄﾞ 氏名 所属 時間 ポイント

1 72         服部　結 天　　理  1:10.73
2 71         梶本　有紗 唐　　松  1:15.92
3 74         岡崎　光来 SnowLovers  1:19.26
4 70         吉田　明日香 ジャスティス  1:30.81
5 73         服部　恵 天　　理  1:34.30
6 76         西田　尚未 飛　　鳥  1:35.28

0 Did Not Start  

Did Not Finish 
-1 75         狩場　大空 飛　　鳥

0 Disqualified   

技術代表             竹田年男              #     ______________________________
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大回転 公式成績表
ジュリー コースデータ

技術代表 竹田年男 コース名            
主審 瀧元一男 よませ高社山コース

競技委員長 畔上　勝 スタート地点標高    1060.0 m
フィニッシュ地点標高 809.0 m
標高差              251.0 m
コース公認№        

１本目

コースセッター 畔上冬真

前走者      -A- 湯本快誠

-B- 徳竹希星

-C- 斉藤維吹

-D- 宮津　柊

-E- 岡田徠夢

旗門数 35(34)
開始時間 10:45
天候 Cloudy - 曇り
雪質 Compacted - 圧雪
ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ気温 - 3.0 / - 5.0

順位 Bib SAJｺｰﾄﾞ 氏名 所属 時間 ポイント

1 89         鎌戸　都 SnowLovers  1:10.25
2 88         胎中　友奈 高 体 連  1:18.00
3 90         鍋嶋　菜月 高　　山  1:22.69

0 Did Not Start  

0 Did Not Finish 

0 Disqualified   

技術代表             竹田年男              #     ______________________________
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大回転 公式成績表
ジュリー コースデータ

技術代表 竹田年男 コース名            
主審 瀧元一男 よませ高社山コース

競技委員長 畔上　勝 スタート地点標高    1060.0 m
フィニッシュ地点標高 809.0 m
標高差              251.0 m
コース公認№        

１本目

コースセッター 畔上冬真

前走者      -A- 湯本快誠

-B- 徳竹希星

-C- 斉藤維吹

-D- 宮津　柊

-E- 岡田徠夢

旗門数 35(34)
開始時間 10:45
天候 Cloudy - 曇り
雪質 Compacted - 圧雪
ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ気温 - 3.0 / - 5.0

順位 Bib SAJｺｰﾄﾞ 氏名 所属 時間 ポイント

1 103         大津　萌々 高 体 連    57.17

Did Not Start  
-1 104         坂本　毬菜 アルペン

0 Did Not Finish 

0 Disqualified   

技術代表             竹田年男              #     ______________________________
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大回転 公式成績表
ジュリー コースデータ

技術代表 竹田年男 コース名            
主審 瀧元一男 よませ高社山コース

競技委員長 畔上　勝 スタート地点標高    1060.0 m
フィニッシュ地点標高 809.0 m
標高差              251.0 m
コース公認№        

１本目

コースセッター 畔上冬真

前走者      -A- 湯本快誠

-B- 徳竹希星

-C- 斉藤維吹

-D- 宮津　柊

-E- 岡田徠夢

旗門数 35(34)
開始時間 10:45
天候 Cloudy - 曇り
雪質 Compacted - 圧雪
ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ気温 - 3.0 / - 5.0

順位 Bib SAJｺｰﾄﾞ 氏名 所属 時間 ポイント

1 95         中塚　文子 高　　山  1:04.59
2 97         中前　清香 高　　山  1:40.50

Did Not Start  
-1 96         長谷川　加奈 ミツハシ奈良

0 Did Not Finish 

0 Disqualified   

技術代表             竹田年男              #     ______________________________
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大回転 公式成績表
ジュリー コースデータ

技術代表 竹田年男 コース名            
主審 瀧元一男 よませ高社山コース

競技委員長 畔上　勝 スタート地点標高    1060.0 m
フィニッシュ地点標高 809.0 m
標高差              251.0 m
コース公認№        

１本目

コースセッター 畔上冬真

前走者      -A- 湯本快誠

-B- 徳竹希星

-C- 斉藤維吹

-D- 宮津　柊

-E- 岡田徠夢

旗門数 35(34)
開始時間 10:45
天候 Cloudy - 曇り
雪質 Compacted - 圧雪
ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ気温 - 3.0 / - 5.0

順位 Bib SAJｺｰﾄﾞ 氏名 所属 時間 ポイント

1 84         石川　雅子 SnowLovers  1:16.30

0 Did Not Start  

0 Did Not Finish 

0 Disqualified   

技術代表             竹田年男              #     ______________________________
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