
開始時間 10:00

５Km 終了時間

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

標高差

極限登高標高差

合計登高

全長

鈴木百合子 （競技本部） 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 渡邉　雅博 三島中学校

2 中林　航大 那須中央中学校

3 本澤　祐太 三島中学校

4 坪井　　剣 三島中学校

5 竹井　愁哉 三島中学校

11 本澤美莉愛 三島中学校

12 中里　莉央 三島中学校

13 盧　　致惠 三島中学校

14 加藤　真子 三島中学校

15 上小牧葉菜 宇短大附中学校

16 09-3008 知花　　愛 宇大附属中学校

17 臼井　茉海 三島中学校

18 栁井すみれ 三島中学校

Page.		1

： エントリー

技術代表 完	走

℃ Ｄ	Ｑ

セクレタリー ℃ Ｄ	Ｆ

％ Ｄ	Ｓ鈴木百合子 気　　温

鈴木百合子 湿　　度

栃木県スキー連盟・競技本部では	VAAM	を推奨しています。

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

セクレタリー 回　

順位 Bib 所属 所属名

競技委員長 ｍ　

コース係長 ｍ　

出発・決勝係 5kｍ　

ジュリー コースデータ

技術委代表 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

技術代表アシスタント ｍ　

Start	List

大会名： 令和元年度　栃木県中学校総合体育大会スキー競技会　他

2020/1/11

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



開始時間 10:00

５Km 終了時間

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

標高差

極限登高標高差

合計登高

全長

鈴木百合子 （競技本部） 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 本澤　祐太 三島中学校

2 坪井　　剣 三島中学校

3 竹井　愁哉 三島中学校

4 渡邉　雅博 三島中学校

5 中林　航大 那須中央中学校

11 中里　莉央 三島中学校

12 栁井すみれ 三島中学校

13 上小牧葉菜 宇短大附中学校

14 臼井　茉海 三島中学校

15 盧　　致惠 三島中学校

16 09-3008 知花　　愛 宇大附属中学校

17 本澤美莉愛 三島中学校

18 加藤　真子 三島中学校

Page.		1

： エントリー

技術代表 完	走

℃ Ｄ	Ｑ

セクレタリー ℃ Ｄ	Ｆ

％ Ｄ	Ｓ

栃木県スキー連盟・競技本部では	VAAM	を推奨しています。

渡辺�吉晴 天　　候

渡辺　吉晴 雪　　温

鈴木百合子 気　　温

鈴木百合子 湿　　度

順位 Bib 所属 所属名

Computer	by	EPSON			Results	Official	timer	by	SEIKO	CT-400

確認サイン 時　　刻

コース係長 ｍ　

出発・決勝係 5kｍ　

セクレタリー 回　

技術委代表 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

技術代表アシスタント ｍ　

競技委員長 ｍ　

大会名： 令和元年度　栃木県中学校総合体育大会スキー競技会　他

2020/1/12

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

ジュリー コースデータ

Start	List



開始時間 10:00

５Km 終了時間

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

標高差

極限登高標高差

合計登高

全長

鈴木百合子 （競技本部） 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 09-4027 上小牧　湖子 高体連 宇都宮中央女子高 3年

Page.		1

： エントリー

技術代表 完	走

℃ Ｄ	Ｑ

セクレタリー ℃ Ｄ	Ｆ

％ Ｄ	Ｓ

Start	List

大会名：
令和元年度　第60回栃木県高等学校総合体育大会スキー競技会　兼　第72回県下高等学校スキー
選手権大会　兼　第69回全国高等学校スキー大会県予選会　兼　第55回関東高等学校スキー大会
県予選会

2020/1/11

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

ジュリー コースデータ

技術委代表 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

技術代表アシスタント ｍ　

競技委員長 ｍ　

コース係長 ｍ　

出発・決勝係 5kｍ　

セクレタリー 回　

順位 Bib 所属 所属名

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

鈴木百合子 気　　温

鈴木百合子 湿　　度

栃木県スキー連盟・競技本部では	VAAM	を推奨しています。



開始時間 10:00

10Km 終了時間

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

標高差

極限登高標高差

合計登高

全長

鈴木百合子 （競技本部） 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 09-4025 山下　蒼生 高体連 大田原高 2年

Page.		1

： エントリー

技術代表 完	走

℃ Ｄ	Ｑ

セクレタリー ℃ Ｄ	Ｆ

％ Ｄ	Ｓ

Start	List

大会名：
令和元年度　第60回栃木県高等学校総合体育大会スキー競技会　兼　第72回県下高等学校スキー
選手権大会　兼　第69回全国高等学校スキー大会県予選会　兼　第55回関東高等学校スキー大会
県予選会

2020/1/11

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

ジュリー コースデータ

技術委代表 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

技術代表アシスタント ｍ　

競技委員長 ｍ　

コース係長 ｍ　

出発・決勝係 10kｍ　

セクレタリー 回　

順位 Bib 所属 所属名

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

鈴木百合子 気　　温

鈴木百合子 湿　　度

栃木県スキー連盟・競技本部では	VAAM	を推奨しています。



開始時間 10:00

５Km 終了時間

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

標高差

極限登高標高差

合計登高

全長

鈴木百合子 （競技本部） 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 09-4027 上小牧　湖子 高体連 宇都宮中央女子高 3年

Page.		1

： エントリー

技術代表 完	走

℃ Ｄ	Ｑ

セクレタリー ℃ Ｄ	Ｆ

％ Ｄ	Ｓ

Start	List

大会名：
令和元年度　第60回栃木県高等学校総合体育大会スキー競技会　兼　第72回県下高等学校スキー
選手権大会　兼　第69回全国高等学校スキー大会県予選会　兼　第55回関東高等学校スキー大会
県予選会

2020/1/12

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

ジュリー コースデータ

技術委代表 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

技術代表アシスタント ｍ　

競技委員長 ｍ　

コース係長 ｍ　

出発・決勝係 5kｍ　

セクレタリー 回　

順位 Bib 所属 所属名

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

鈴木百合子 気　　温

鈴木百合子 湿　　度

栃木県スキー連盟・競技本部では	VAAM	を推奨しています。



開始時間 10:00

10Km 終了時間

渡辺　吉晴 （競技本部） コース名

標高差

極限登高標高差

合計登高

全長

鈴木百合子 （競技本部） 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 09-4025 山下　蒼生 高体連 大田原高 2年

Page.		1

： エントリー

技術代表 完	走

℃ Ｄ	Ｑ

セクレタリー ℃ Ｄ	Ｆ

％ Ｄ	Ｓ

Start	List

大会名：
令和元年度　第60回栃木県高等学校総合体育大会スキー競技会　兼　第72回県下高等学校スキー
選手権大会　兼　第69回全国高等学校スキー大会県予選会　兼　第55回関東高等学校スキー大会
県予選会

2020/1/12

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

ジュリー コースデータ

技術委代表 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

技術代表アシスタント ｍ　

競技委員長 ｍ　

コース係長 ｍ　

出発・決勝係 10kｍ　

セクレタリー 回　

順位 Bib 所属 所属名

Computer	by	EPSON			Results	Official	timer	by	SEIKO	CT-400

確認サイン 時　　刻

栃木県スキー連盟・競技本部では	VAAM	を推奨しています。

渡辺�吉晴 天　　候

渡辺　吉晴 雪　　温

鈴木百合子 気　　温

鈴木百合子 湿　　度


