
第51回　小田原スキー選手権大会
いいづなリゾートスキー場

　

一般女子の部              女子大回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
市川房雄                      aaa [小田原]技術代表 コース名
                          aaa スラロームコース
木村徳善                      aaa主審 [小田原] スタート地点 1260m
                          aaa フィニッシュ地点 1010m
                          aaa 標高差 250m
                          aaa 全長 1270m
川本浩之                      aaaスタート審判 51%[小田原] 最大斜度
                          aaa

      aaaフィニッシュ審判 榊原一男                25%[小田原] 平均斜度
                          aaa

      aaa
      aaa１本目 ２本目

仲俣一道                見谷昌紀                      aaaコースセッター コースセッター
松浦                  松浦                        aaa前走者 前走者-A- -A-
川本                  川本                        aaa -B- -B-
市川                  市川                        aaa -C- -C-

本間                  本間                        aaa -D- -D-
小柳                  小柳                  -E- -E-      aaa

田中                  田中                  -F- -F-      aaa
                          aaa                     

                                              aaa
y                                               aaa      aaa

                                              aaa
スタート時間 11:50スタート時間 09:30 旗門数 43(40)42(40)旗門数

ソフト雪質ソフト天候 雪質雪 天候 雪
      aaa / -5 / -1スタート/フィニッシュ地点気温スタート/フィニッシュ地点気温

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      aaa F=    

順位 2本目 合 計1本目 レースｽﾀｰﾄ コード 競技者
時 間時 間時 間 ポイントNo No 氏名 県  名 所  属

0DID NOT START  [1st RUN]

0DID NOT FINISH [1st RUN]

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

1DID NOT FINISH [2nd RUN]
18 加藤由貴子 富士吉田スキー連盟

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]
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第51回　小田原スキー選手権大会
いいづなリゾートスキー場

　

一般男子の部          男子大回転
公式成績表

テクニカルデータジュリー
市川房雄                      aaa [小田原]技術代表 コース名
                          aaa スラロームコース
木村徳善                      aaa主審 [小田原] スタート地点 1260m
                          aaa フィニッシュ地点 1010m
                          aaa 標高差 250m
                          aaa 全長 1270m
川本浩之                      aaaスタート審判 51%[小田原] 最大斜度
                          aaa

      aaaフィニッシュ審判 榊原一男                25%[小田原] 平均斜度
                          aaa

      aaa
      aaa１本目 ２本目

仲俣一道                見谷昌紀                      aaaコースセッター コースセッター
松浦                  松浦                        aaa前走者 前走者-A- -A-
川本                  川本                        aaa -B- -B-
市川                  市川                        aaa -C- -C-

本間                  本間                        aaa -D- -D-
小柳                  小柳                  -E- -E-      aaa

田中                  田中                  -F- -F-      aaa
                          aaa                     

                                              aaa
y                                               aaa      aaa

                                              aaa
スタート時間 11:50スタート時間 09:30 旗門数 43(40)42(40)旗門数

ソフト雪質ソフト天候 雪質雪 天候 雪
      aaa / -5 / -1スタート/フィニッシュ地点気温スタート/フィニッシュ地点気温

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      aaa F=    

順位 2本目 合 計1本目 レースｽﾀｰﾄ コード 競技者
時 間時 間時 間 ポイントNo No 氏名 県  名 所  属

1 2:23.111:10.9650 小佐野良三 1:12.15富士吉田スキー連盟
2 2:25.491:12.0451 小佐野真二 1:13.45富士吉田スキー連盟
3 2:50.241:26.1652 渡邉一弘 1:24.08富士吉田スキー連盟
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第51回　小田原スキー選手権大会
いいづなリゾートスキー場

　

一般男子の部          

             AAA
y

F=    
順位 2本目 合 計1本目 レースｽﾀｰﾄ コード 競技者

時 間時 間時 間 ポイントNo No 氏名 県  名 所  属

0DID NOT START  [1st RUN]

0DID NOT FINISH [1st RUN]

0DISQUALIFIED   [1st RUN]

0DID NOT START  [2nd RUN]

0DID NOT FINISH [2nd RUN]

0DISQUALIFIED   [2nd RUN]

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿市川房雄                技術代表
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