
開始時間 10:00

5Km・3Km 終了時間 10:30

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

技術代表アシスタント 標高差

山口　昌利 （競技本部） 極限登高標高差

大平　健一 （中体連） 合計登高

宇賀神　亨 （競技本部） 全長

伊部　哲郎 （高体連） 周回数

ＳＡＴ 競技者 （所要時間） （時間差） F=800

コード 氏　名 時	分	秒 分	秒 ﾎﾟｲﾝﾄ

1 24 09-3003 白井　佑典 東那須野中 1年 11:07.8

2 22 09-4025 山下　蒼生 東那須野中 3年 11:50.1

3 23 渡邉　智博 三島中 2年 14:56.7

4 25 本澤　祐太 三島中 1年 17:33.1

5 21 渡邉　雅博 三島中 1年 18:36.8

26 北　　源太 三島中 2年 DS

1 30 鈴木　理央 作新学院中等部 1年 9:53.4

2 29 加藤　真子 三島中 1年 11:12.2

3 31 桝井すみれ 三島中 1年 13:31.8

4 32 手塚　朱里 三島中 2年 15:43.5

Computer	by	EPSON			Results	Official	timer	by	SEIKO	CT-400 Page.		1

10:00 エントリー 10

技術代表 晴れ 完	走 9

-2 Ｄ	Ｑ 0

セクレタリー -3 Ｄ	Ｆ 0

68% Ｄ	Ｓ 1

公式記録

大会名：平成２９年度第７０回栃木県中学校総合体育大会スキー競技

2018/01/7

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ特設ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ フリー競技

所属名

ジュリー コースデータ

グランデコ特設距離コース

ｍ　

ｍ　

ｍ　

時　　刻

渡辺�吉晴 天　　候

渡辺　吉晴 雪　　温

回　

順位 Bib 所属

技術委代表

競技委員長

コース係長

出発・決勝係

セクレタリー

伊部�哲郎
伊部　哲郎

確認サイン

気　　温

湿　　度



開始時間 9:45

5Km・3Km 終了時間 10:30

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

技術代表アシスタント 標高差

山口　昌利 （競技本部） 極限登高標高差

大平　健一 （中体連） 合計登高

宇賀神　亨 （競技本部） 全長

伊部　哲郎 （高体連） 周回数

ＳＡＴ 競技者 （所要時間） （時間差） F=800

コード 氏　名 時	分	秒 分	秒 ﾎﾟｲﾝﾄ

1 23 09-3003 白井　佑典 東那須野中 1年 14:43.2

2 25 09-4025 山下　蒼生 東那須野中 3年 14:59.9

3 26 渡邉　智博 三島中 2年 17:51.0

4 27 渡邉　雅博 三島中 1年 21:25.0

24 本澤　祐太 三島中 1年 DS

28 北　　源太 三島中 2年 DS

1 32 鈴木　理央 作新学院中等部 1年 9:30.8

2 33 加藤　真子 三島中 1年 10.38.7

3 34 桝井すみれ 三島中 1年 10:57.8

4 31 手塚　朱里 三島中 2年 14:48.2

Computer	by	EPSON			Results	Official	timer	by	SEIKO	CT-400 Page.		1

9:45 エントリー 10

技術代表 曇り 完	走 8

-2 Ｄ	Ｑ 0

セクレタリー -4 Ｄ	Ｆ 0

68% Ｄ	Ｓ 2

ｍ　

ｍ　

公式記録

大会名：平成２９年度第７０回栃木県中学校総合体育大会スキー競技

2018/01/8

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ特設ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ ｸﾗｼｶﾙ競技

時　　刻

ｍ　

回　

コース係長

出発・決勝係

セクレタリー

雪　　温

伊部�哲郎 気　　温

伊部　哲郎 湿　　度

順位 Bib 所属 所属名

確認サイン

渡辺�吉晴 天　　候

渡辺　吉晴

競技委員長

グランデコ特設距離コース技術委代表

ジュリー コースデータ



開始時間 10:00

５Km 終了時間 10:30

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

技術代表アシスタント 標高差

山口　昌利 （競技本部） 極限登高標高差

大平　健一 （中体連） 合計登高

宇賀神　亨 （競技本部） 全長

伊部　哲郎 （高体連） 周回数

ＳＡＴ 競技者 （所要時間） （時間差） F=800

コード 氏　名 時	分	秒 分	秒 ﾎﾟｲﾝﾄ

35 09-4027 上小牧　湖子 高体連 宇都宮中央女子高 1年 13:57.4

Page.		1

10:00 エントリー 1

技術代表 晴れ 完	走 1

-2 Ｄ	Ｑ 0

セクレタリー -3 Ｄ	Ｆ 0

68% Ｄ	Ｓ 0
伊部�哲郎 気　　温

伊部　哲郎 湿　　度

Computer	by	EPSON			Results	Official	timer	by	SEIKO	CT-400

確認サイン 時　　刻

渡辺�吉晴 天　　候

渡辺　吉晴

競技委員長

コース係長

出発・決勝係

雪　　温

回　

順位 Bib 所属 所属名

セクレタリー

コースデータ

グランデコ特設距離コース

ｍ　

ｍ　

ｍ　

公式記録

大会名：
平成29年度　第58回栃木県高等学校総合体育大会スキー競技会　兼　第70回県下高等学校スキー
選手権大会　兼　第67回全国高等学校スキー大会県予選会　兼　第53回関東高等学校スキー大会
県予選会

2018/1/7

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ特設ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ フリー競技

技術委代表

ジュリー



開始時間 9:45

５Km 終了時間 10:10

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

技術代表アシスタント 標高差

山口　昌利 （競技本部） 極限登高標高差

大平　健一 （中体連） 合計登高

宇賀神　亨 （競技本部） 全長

伊部　哲郎 （高体連） 周回数

ＳＡＴ 競技者 （所要時間） （時間差） F=800

コード 氏　名 時	分	秒 分	秒 ﾎﾟｲﾝﾄ

1 21 09-4027 上小牧　湖子 高体連 宇都宮中央女子高 1年 17:06.6

Page.		1

9:45 エントリー 1

技術代表 曇り 完	走

-2 Ｄ	Ｑ

セクレタリー -4 Ｄ	Ｆ

68% Ｄ	Ｓ
伊部�哲郎 気　　温

伊部　哲郎 湿　　度

Computer	by	EPSON			Results	Official	timer	by	SEIKO	CT-400

確認サイン 時　　刻

渡辺�吉晴 天　　候

渡辺　吉晴 雪　　温

回　

順位 Bib 所属 所属名

セクレタリー

ｍ　

ｍ　

競技委員長

コース係長

出発・決勝係

ジュリー コースデータ

グランデコ特設距離コース

ｍ　

技術委代表

公式記録

大会名：
平成29年度　第58回栃木県高等学校総合体育大会スキー競技会　兼　第70回県下高等学校スキー
選手権大会　兼　第67回全国高等学校スキー大会県予選会　兼　第53回関東高等学校スキー大会
県予選会

2018/1/8

ｸﾞﾗﾝﾃﾞｺｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ特設ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ クラシカル競技


