
第75回 国民体育大会冬季スキー競技会 岐阜県選考会
第86回 岐阜県スキー選手権大会

少年女子

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 水田 奈央生 [岐阜] コース名

朴の木平ｽｷｰ場ｽﾗﾛｰﾑｺｰｽ
主審 高橋 佑介 [岐阜] スタート地点 1358m
競技委員長 宮腰 一臣 [岐阜] フィニッシュ地点 1233m
副競技委員長 大森 良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ-02-SL-120/01

コースセッター 櫻田 一平 [岐阜]
前走者 - A - 南 祐太
前走者 - B - 大江 幸正
前走者 - C - 塩屋 結基
前走者 - D - 田中 美雅
前走者 - E - 洞口 誠吾

旗門数 17(16) スタート時間 12:10
天候 雪 雪質 Hard
スタート／フィニッシュ気温 1.8℃ / 2.9℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 10 03013938 黒木 玲名 飛騨神岡高校 27.38 0.00
2 12 03016565 二村 優月 飛騨高山高校 28.42 38.36
3 11 03016451 川端 千聖 飛騨高山高校 28.56 43.53
4 8 03017912 谷口 綾 神岡中学校 28.97 58.65
5 13 03016564 中村 真緒 飛騨高山高校 29.10 63.45
6 16 富田 実佑 岐阜北高校 31.07 136.12

DID NOT START 3
9 03017637 渡邊 千桃 岐阜第一高校

14 03017828 秦 ルーカ 加子母中学校
15 03017467 田中 花 岐阜第一高校

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 水田 奈央生 [岐阜] 24/228/16

2020-01-20 / ほおのき平スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第２戦
岐阜県高山市丹生川町久手

 大回転
公式成績表



第75回 国民体育大会冬季スキー競技会 岐阜県選考会
第86回 岐阜県スキー選手権大会

少年女子

フィニッシュ時の上位１０名

順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ＳＡＪ 上位５ レース
No No 氏名 所　属　名 ポイント ポイント ポイント

1 10 03013938 黒木 玲名 飛騨神岡高校 72.09 72.09 0.00
2 12 03016565 二村 優月 飛騨高山高校 140.21 140.21 38.36
3 11 03016451 川端 千聖 飛騨高山高校 128.68 128.68 43.53
4 8 03017912 谷口 綾 神岡中学校 159.25 159.25 58.65
5 13 03016564 中村 真緒 飛騨高山高校 166.34 166.34 63.45
6 16 富田 実佑 岐阜北高校

スタート時点の上位５名

競技 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ＳＡＪ
結果 No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 10 03013938 黒木 玲名 飛騨神岡高校 72.09
3 11 03016451 川端 千聖 飛騨高山高校 128.68
2 12 03016565 二村 優月 飛騨高山高校 140.21
4 8 03017912 谷口 綾 神岡中学校 159.25
5 13 03016564 中村 真緒 飛騨高山高校 166.34

合計
スタート時点のポイント上位５名 (B) 666.57

フィニッシュ時の上位１０名のポイント上位５名 (A) 666.57
該当選手のレースポイント (C) 203.99

ペナルティ計算　(A+B-C)/10=> 112.915

四捨五入 112.92
ペナルティ計算値 112.92

適用ペナルティ 112.92

技術代表 水田 奈央生 [岐阜] 24/228/16

2020-01-20 / ほおのき平スキー場 G 9 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第２戦
岐阜県高山市丹生川町久手

 大回転
ペナルティーポイント計算表
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--------------------------------------------



第75回 国民体育大会冬季スキー競技会 岐阜県選考会
第86回 岐阜県スキー選手権大会

成年女子A

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 水田 奈央生 [岐阜] コース名

朴の木平ｽｷｰ場ｽﾗﾛｰﾑｺｰｽ
主審 高橋 佑介 [岐阜] スタート地点 1358m
競技委員長 宮腰 一臣 [岐阜] フィニッシュ地点 1233m
副競技委員長 大森 良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ-02-SL-120/01

コースセッター 櫻田 一平 [岐阜]
前走者 - A - 南 祐太
前走者 - B - 大江 幸正
前走者 - C - 塩屋 結基
前走者 - D - 田中 美雅
前走者 - E - 洞口 誠吾

旗門数 17(16) スタート時間 12:10
天候 雪 雪質 Hard
スタート／フィニッシュ気温 1.8℃ / 2.9℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 7 03010524 秦 麗ら 日本体育大学 27.18 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 水田 奈央生 [岐阜] 24/228/16

2020-01-20 / ほおのき平スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第２戦
岐阜県高山市丹生川町久手

 大回転
公式成績表



第75回 国民体育大会冬季スキー競技会 岐阜県選考会
第86回 岐阜県スキー選手権大会

成年女子B

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 水田 奈央生 [岐阜] コース名

朴の木平ｽｷｰ場ｽﾗﾛｰﾑｺｰｽ
主審 高橋 佑介 [岐阜] スタート地点 1358m
競技委員長 宮腰 一臣 [岐阜] フィニッシュ地点 1233m
副競技委員長 大森 良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ-02-SL-120/01

コースセッター 櫻田 一平 [岐阜]
前走者 - A - 南 祐太
前走者 - B - 大江 幸正
前走者 - C - 塩屋 結基
前走者 - D - 田中 美雅
前走者 - E - 洞口 誠吾

旗門数 17(16) スタート時間 12:10
天候 雪 雪質 Hard
スタート／フィニッシュ気温 1.8℃ / 2.9℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 4 0300523 新井 真季子 岐阜日野自動車SC 26.87 0.00
2 5 0300526 二俣 友里 朴の木平SC 27.94 40.22
3 2 田上 友紀子 流葉スキー協会 28.08 45.48
4 6 和田 知穂 モンデウスSC 28.87 75.18
5 3 清水 ゆき 中部電力岐阜SC 30.02 118.40

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 水田 奈央生 [岐阜] 24/228/16

2020-01-20 / ほおのき平スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第２戦
岐阜県高山市丹生川町久手

 大回転
公式成績表



第75回 国民体育大会冬季スキー競技会 岐阜県選考会
第86回 岐阜県スキー選手権大会

成年女子B

フィニッシュ時の上位１０名

順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ＳＡＪ 上位５ レース
No No 氏名 所　属　名 ポイント ポイント ポイント

1 4 0300523 新井 真季子 岐阜日野自動車SC 44.45 44.45 0.00
2 5 0300526 二俣 友里 朴の木平SC 98.13 98.13 40.22
3 2 田上 友紀子 流葉スキー協会 107.98 107.98 45.48
4 6 和田 知穂 モンデウスSC 220.00 75.18
5 3 清水 ゆき 中部電力岐阜SC 137.41 137.41 118.40

スタート時点の上位５名

競技 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ＳＡＪ
結果 No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 4 0300523 新井 真季子 岐阜日野自動車SC 44.45
2 5 0300526 二俣 友里 朴の木平SC 98.13
3 2 田上 友紀子 流葉スキー協会 107.98
5 3 清水 ゆき 中部電力岐阜SC 137.41

220.00

合計
スタート時点のポイント上位５名 (B) 607.97

フィニッシュ時の上位１０名のポイント上位５名 (A) 607.97
該当選手のレースポイント (C) 279.28

ペナルティ計算　(A+B-C)/10=> 93.666

四捨五入 93.67
ペナルティ計算値 93.67

適用ペナルティ 93.67

技術代表 水田 奈央生 [岐阜] 24/228/16

2020-01-20 / ほおのき平スキー場 G 9 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

ペナルティーポイント計算表

--------------------------------------------

--------------------------------------------

第２戦
岐阜県高山市丹生川町久手

 大回転



第75回 国民体育大会冬季スキー競技会 岐阜県選考会
第86回 岐阜県スキー選手権大会

成年女子C

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 水田 奈央生 [岐阜] コース名

朴の木平ｽｷｰ場ｽﾗﾛｰﾑｺｰｽ
主審 高橋 佑介 [岐阜] スタート地点 1358m
競技委員長 宮腰 一臣 [岐阜] フィニッシュ地点 1233m
副競技委員長 大森 良仁 [岐阜] 標高差 125m

ホモロゲーションNo. SAJ-02-SL-120/01

コースセッター 櫻田 一平 [岐阜]
前走者 - A - 南 祐太
前走者 - B - 大江 幸正
前走者 - C - 塩屋 結基
前走者 - D - 田中 美雅
前走者 - E - 洞口 誠吾

旗門数 17(16) スタート時間 12:10
天候 雪 雪質 Hard
スタート／フィニッシュ気温 1.8℃ / 2.9℃

F=1010
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 所　属　名 ポイント

1 1 切手 加代 アルコピアSC 31.00 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 水田 奈央生 [岐阜] 24/228/16

2020-01-20 / ほおのき平スキー場 G 8 / 1

DATA PROCESSING by ＳＥＩＫＯ TIMING by ＳＥＩＫＯ

第２戦
岐阜県高山市丹生川町久手

 大回転
公式成績表


