
第66回山梨県体育祭り

山梨県北杜市

市の部　女子　成績 混合 大回転
公式成績表

ジュリー テクニカルデータ
技術代表 望月　政英 [RSTふじ] コース名
主審 小佐野真二 [富士吉田] ｻﾝﾒﾄﾞｳｽﾞDEコース
競技委員長 山本　浩史 [STゼロ] スタート地点 1820m
スタート審判 利根川一幸 [清里] フィニッシュ地点 1690m
旗門審判係長 鈴木　広光 [清里] 標高差 130m
フィニッシュ審判 渡辺　一弘 [富士吉田] 全長 500m
セッター長 立川　秀圭 [河口湖] 最 26大斜度 %
コース係長 南雲　幸一 [RSTふじ] 最 10小斜度 %
計時計算係長 久保　　宏 [清里] 平均斜度 15%
ポイント委員長 久保　　宏 [清里]

コースセッター 立川　秀圭 [河口湖]
前走者 - A - 長谷川 順一
前走者 - B - 望月　政英
前走者 - C - 浅川　勝正
前走者 - D - 横内　亮太郎
前走者 - E - 出羽　忍

旗門数 20(20) スタート時間 10:00
天候 晴天 雪質 ミディアム
スタート／フィニッシュ気温 -2℃ / -1℃

F=880
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 クラス 所 属 名 ポイント

1 119 平井 彩音 女市少 北杜市 33.54 0.00
2 114 柳生 実可子 女市A 北杜市 34.71 30.70
3 122 森澤 友貴 女市少 北杜市 34.73 31.22
4 109 齋藤 小文 女市B 甲府市 36.55 78.97
5 118 小林 桃子 女市少 富士吉田市 36.68 82.39
6 97 永関 みさ子 女市マ 北杜市 36.76 84.48
7 91 日野水 うらら 女市マ 北杜市 36.84 86.58
8 123 平井 奈々夏 女市少 北杜市 36.86 87.11
9 111 若林 恵理香 女市B 甲府市 37.07 92.62
10 124 岡部 彩音 女市少 北杜市 37.86 113.35
11 113 小佐野 由衣 女市A 富士吉田市 40.59 184.97
12 108 植村 彩里 女市B 笛吹市 41.32 204.13
13 121 白幡 あすか 女市少 富士吉田市 42.36 231.41
14 89 植松　弘子 女市マ 富士吉田市 45.54 314.85
15 95 堀内 えみ子 女市マ 富士吉田市 47.00 353.15
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第66回山梨県体育祭り

山梨県北杜市

F=880
順位 ｽﾀｰﾄ ｺｰﾄﾞ 競技者 ------------------------------------------ 時　間 レース

No No 氏名 クラス 所 属 名 ポイント

16 115 松下 知夏 女市少 笛吹市 58.99 667.74
17 84 角井 節子 女市マ 都留市 1:15.52 1101.44

DID NOT START 17
85 小山 貴子 女市マ 甲府市
86 奧山 由貴子 女市マ 山梨市
87 桂原 珠美 女市マ 甲斐市
88 荻野 弘子 女市マ 南ｱﾙﾌﾟｽ市
90 中島 リサ 女市マ 甲州市
92 矢野 久世 女市マ 都留市
93 石原 京子 女市マ 甲府市
94 天野 久子 女市マ 山梨市
96 山本 真生 女市マ 甲州市
98 依田 弘子 女市マ 甲府市
99 堀 尚美 女市マ 甲州市
100 藤原 実紀 女市マ 甲州市
110 早川 久美子 女市B 山梨市
112 保坂 朝海 女市A 南ｱﾙﾌﾟｽ市
116 尾畠 詩織 女市少 都留市
117 三枝 千尋 女市少 山梨市
120 守屋 絵美 女市少 山梨市

DID NOT FINISH 0

DISQUALIFIED 0

技術代表 望月　政英 [RSTふじ] 
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