
女子B

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 相馬　明 [千葉] コース名

から松コース
主審 齋藤　博之 スタート地点 770m

フィニッシュ地点 668m
競技委員長 阿久津　昭夫 標高差 102m

コースセッター 相馬　明 [千葉]
前走者 - A - ワタベ　コノハ [千葉]
前走者 - B - カミムラ　ユメ [新潟]
前走者 - C - ヤマモト コウダイ [新潟]
前走者 - D - ナグモ シンタロウ [新潟]

旗門数 21(20) スタート時間 10:00
天候 晴れ 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 2.0℃ / 2/0℃

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

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 1 女B 西野  美穂 千葉 スノーモンスターズSC 45.57 0.00

DID NOT START 0

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

NOT PERMITTED TO START 0

技術代表 相馬　明 [千葉] 

女子A

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 相馬　明 [千葉] コース名

から松コース
主審 齋藤　博之 スタート地点 770m

フィニッシュ地点 668m
競技委員長 阿久津　昭夫 標高差 102m

コースセッター 相馬　明 [千葉]
前走者 - A - ワタベ　コノハ [千葉]
前走者 - B - カミムラ　ユメ [新潟]
前走者 - C - ヤマモト コウダイ [新潟]
前走者 - D - ナグモ シンタロウ [新潟]

旗門数 21(20) スタート時間 10:00
天候 晴れ 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 2.0℃ / 2/0℃

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

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 11 女A 井堀　望郁 千葉 八千代市スキー連盟 40.57 0.00
2 13 女A 宮島　優佳 千葉 専修大学 41.20 15.68

DID NOT START 1
12 女A 松浦　由季乃 千葉 東京都

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

NOT PERMITTED TO START 0

技術代表 相馬　明 [千葉] 

公式成績表

第７５回国体冬季スキー競技会千葉県選考会

女子 大回転

公式成績表

女子 大回転



少女

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 相馬　明 [千葉] コース名

から松コース
主審 齋藤　博之 スタート地点 770m

フィニッシュ地点 668m
競技委員長 阿久津　昭夫 標高差 102m

コースセッター 相馬　明 [千葉]
前走者 - A - ワタベ　コノハ [千葉]
前走者 - B - カミムラ　ユメ [新潟]
前走者 - C - ヤマモト コウダイ [新潟]
前走者 - D - ナグモ シンタロウ [新潟]

旗門数 21(20) スタート時間 10:00
天候 晴れ 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 2.0℃ / 2/0℃

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

No No 氏名 県　名 所　属　名 ポイント

1 21 少女 木村　凪子 千葉 国府台女子学院高等部 38.80 0.00
2 30 少女 羽賀　成美 千葉 聖徳大女子高校 40.00 31.24
3 22 少女 古徳　遥 千葉 聖徳大女子高校 40.03 32.02
4 24 少女 古徳　絢 千葉 市立松戸高校 40.87 53.88
5 25 少女 秋田　彩夏 千葉 聖徳大女子高校 41.20 62.47
6 23 少女 佐久間　美衣奈 千葉 専修大松戸高校 43.24 115.58
7 29 少女 鵜澤　玲子 千葉 市川高校 45.16 165.56
8 26 少女 江口　亜雅音 千葉 成田北高校 46.15 191.33
9 27 少女 谷口　涼子 千葉 東邦大東邦高校 46.61 203.30

10 33 少女 石井　新雪 千葉 聖徳大女子高校 54.66 412.85
11 31 少女 荒川　みみ 千葉 聖徳大女子高校 55.84 443.57

DID NOT START 2
28 少女 浅井　颯香 千葉 東邦大東邦高校
32 少女 鎌倉　千尋 千葉 国府台女子学院高等部

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

NOT PERMITTED TO START 0

技術代表 相馬　明 [千葉] 

女子 大回転

公式成績表


