
第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会
＜アルペンスキー　大回転競技＞

女子２部

ジュリージュリージュリージュリー

ＴＤＴＤＴＤＴＤ
ＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤ

競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長

２本目２本目２本目２本目

高橋　政博
伏見　景子

吉田　光彦

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター
前走者前走者前走者前走者

テクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータ

コース名コース名コース名コース名 雫石スキー場サンシャインコース

スタート標高スタート標高スタート標高スタート標高

フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高

コース公認No.コース公認No.コース公認No.コース公認No.

1050

850

m

m

-A-

(22)

11:15

公式成績表公式成績表公式成績表公式成績表

-B-
-C-
-D-

-E-

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

-A-
-B-
-C-
-D-

-E-

天候天候天候天候

10:00

雪質雪質雪質雪質

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

谷地　翔成

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

川崎　卓磨

岡森　篤 吉田　浩之

ハード

23 (22)旗門数旗門数旗門数旗門数 23

晴れ

-F- 田代　陽南多 -F- 田代　由都季

標高差標高差標高差標高差 200 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 -4/-3 ℃

天候天候天候天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

晴れ 雪質雪質雪質雪質 ハード

-4/-3 ℃

旗門数旗門数旗門数旗門数

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター

主審主審主審主審 久保田　勇一郎

参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3

前走者前走者前走者前走者

参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3

順位順位順位順位 BibBibBibBib 競技者---------------------------競技者---------------------------競技者---------------------------競技者--------------------------- １本目１本目１本目１本目 ２本目２本目２本目２本目
No.No.No.No. 氏　名氏　名氏　名氏　名 タイムタイムタイムタイム地　域地　域地　域地　域

合計合計合計合計
タイムタイムタイムタイム

時間差時間差時間差時間差
タイムタイムタイムタイム

1111 永井　美恵子永井　美恵子永井　美恵子永井　美恵子0002 神奈川県 52.25     0.001:42.0749.82

2222 篠木　修子篠木　修子篠木　修子篠木　修子0003 東京都 56.48    11.841:53.9157.43

2nd DID NOT FINISH  1

清水　礼子清水　礼子清水　礼子清水　礼子0001 群馬県

 #

Data Processing By THA&KS Official Timing Data By ALGE

11/02/2018  雫石スキー場 Page 1/1TD#   Codex 

V10-1.0342 Giant slalom



第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会
＜アルペンスキー　大回転競技＞

女子１部

ジュリージュリージュリージュリー

ＴＤＴＤＴＤＴＤ
ＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤ

競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長

２本目２本目２本目２本目

高橋　政博
伏見　景子

吉田　光彦

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター
前走者前走者前走者前走者

テクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータ

コース名コース名コース名コース名 雫石スキー場サンシャインコース

スタート標高スタート標高スタート標高スタート標高

フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高

コース公認No.コース公認No.コース公認No.コース公認No.

1050

850

m

m

-A-

(22)

11:15

公式成績表公式成績表公式成績表公式成績表

-B-
-C-
-D-

-E-

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

-A-
-B-
-C-
-D-

-E-

天候天候天候天候

10:00

雪質雪質雪質雪質

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

谷地　翔成

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

川崎　卓磨

岡森　篤 吉田　浩之

ハード

23 (22)旗門数旗門数旗門数旗門数 23

晴れ

-F- 田代　陽南多 -F- 田代　由都季

標高差標高差標高差標高差 200 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 -4/-3 ℃

天候天候天候天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

晴れ 雪質雪質雪質雪質 ハード

-4/-3 ℃

旗門数旗門数旗門数旗門数

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター

主審主審主審主審 久保田　勇一郎

参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3

前走者前走者前走者前走者

参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3

順位順位順位順位 BibBibBibBib 競技者---------------------------競技者---------------------------競技者---------------------------競技者--------------------------- １本目１本目１本目１本目 ２本目２本目２本目２本目
No.No.No.No. 氏　名氏　名氏　名氏　名 タイムタイムタイムタイム地　域地　域地　域地　域

合計合計合計合計
タイムタイムタイムタイム

時間差時間差時間差時間差
タイムタイムタイムタイム

1111 吉田　絢音吉田　絢音吉田　絢音吉田　絢音0006 東京都 38.21     0.001:17.0638.85

2222 小林　育実小林　育実小林　育実小林　育実0004 山形県 38.55     0.671:17.7339.18

3333 長根山　恵美長根山　恵美長根山　恵美長根山　恵美0005 埼玉県 46.43    17.051:34.1147.68

 #

Data Processing By THA&KS Official Timing Data By ALGE

11/02/2018  雫石スキー場 Page 1/1TD#   Codex 

V10-1.0342 Giant slalom



第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会
＜アルペンスキー　大回転競技＞

男子３部

ジュリージュリージュリージュリー

ＴＤＴＤＴＤＴＤ
ＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤ

競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長

２本目２本目２本目２本目

高橋　政博
伏見　景子

吉田　光彦

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター
前走者前走者前走者前走者

テクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータ

コース名コース名コース名コース名 雫石スキー場サンシャインコース

スタート標高スタート標高スタート標高スタート標高

フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高

コース公認No.コース公認No.コース公認No.コース公認No.

1050

850

m

m

-A-

(22)

11:15

公式成績表公式成績表公式成績表公式成績表

-B-
-C-
-D-

-E-

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

-A-
-B-
-C-
-D-

-E-

天候天候天候天候

10:00

雪質雪質雪質雪質

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

谷地　翔成

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

川崎　卓磨

岡森　篤 吉田　浩之

ハード

23 (22)旗門数旗門数旗門数旗門数 23

晴れ

-F- 田代　陽南多 -F- 田代　由都季

標高差標高差標高差標高差 200 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 -4/-3 ℃

天候天候天候天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

晴れ 雪質雪質雪質雪質 ハード

-4/-3 ℃

旗門数旗門数旗門数旗門数

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター

主審主審主審主審 久保田　勇一郎

参加選手数  11参加選手数  11参加選手数  11参加選手数  11

前走者前走者前走者前走者

参加選手数  8参加選手数  8参加選手数  8参加選手数  8

順位順位順位順位 BibBibBibBib 競技者---------------------------競技者---------------------------競技者---------------------------競技者--------------------------- １本目１本目１本目１本目 ２本目２本目２本目２本目
No.No.No.No. 氏　名氏　名氏　名氏　名 タイムタイムタイムタイム地　域地　域地　域地　域

合計合計合計合計
タイムタイムタイムタイム

時間差時間差時間差時間差
タイムタイムタイムタイム

1111 山田　靖山田　靖山田　靖山田　靖0011 長野県 41.04     0.001:23.5542.51

2222 清水　隆清水　隆清水　隆清水　隆0008 群馬県 42.79     2.391:25.9443.15

3333 篠木　政志篠木　政志篠木　政志篠木　政志0009 東京都 44.34     5.151:28.7044.36

4444 永井　昭宏永井　昭宏永井　昭宏永井　昭宏0012 神奈川県 45.19     6.461:30.0144.82

5555 田中　恒男田中　恒男田中　恒男田中　恒男0013 東京都 45.54     9.291:32.8447.30

6666 阿部　一利阿部　一利阿部　一利阿部　一利0017 群馬県 47.36     9.811:33.3646.00

7777 村田　正和村田　正和村田　正和村田　正和0016 宮城県 47.28    10.661:34.2146.93

8888 小川　和則小川　和則小川　和則小川　和則0014 東京都 53.33    12.441:35.9942.66

1st DID NOT FINISH  3

藤井　悦郎藤井　悦郎藤井　悦郎藤井　悦郎0007 長野県

白柳　聡白柳　聡白柳　聡白柳　聡0010 千葉県

秋山　武秋山　武秋山　武秋山　武0015 神奈川県
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V10-1.0342 Giant slalom



第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会
＜アルペンスキー　大回転競技＞

男子３部

順位順位順位順位 BibBibBibBib 競技者---------------------------競技者---------------------------競技者---------------------------競技者--------------------------- １本目１本目１本目１本目 ２本目２本目２本目２本目
No.No.No.No. 氏　名氏　名氏　名氏　名 タイムタイムタイムタイム地　域地　域地　域地　域

合計合計合計合計
タイムタイムタイムタイム

時間差時間差時間差時間差
タイムタイムタイムタイム

 #

Data Processing By THA&KS Official Timing Data By ALGE

11/02/2018  雫石スキー場 Page 2/2TD#   Codex 

V10-1.0342 Giant slalom



第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会第４３回　全国ろうあ者冬季体育大会
＜アルペンスキー　大回転競技＞

男子１部

ジュリージュリージュリージュリー

ＴＤＴＤＴＤＴＤ
ＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤＡＳ ＴＤ

競技委員長競技委員長競技委員長競技委員長

２本目２本目２本目２本目

高橋　政博
伏見　景子

吉田　光彦

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター
前走者前走者前走者前走者

テクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータテクニカルデータ

コース名コース名コース名コース名 雫石スキー場サンシャインコース

スタート標高スタート標高スタート標高スタート標高

フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高フィニッシュ標高

コース公認No.コース公認No.コース公認No.コース公認No.

1050

850

m

m

-A-

(22)

11:15

公式成績表公式成績表公式成績表公式成績表

-B-
-C-
-D-

-E-

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

-A-
-B-
-C-
-D-

-E-

天候天候天候天候

10:00

雪質雪質雪質雪質

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

谷地　翔成

豊島　明莉
高橋　諒介
林崎　耀裕
滝沢　真結菜

川崎　卓磨

岡森　篤 吉田　浩之

ハード

23 (22)旗門数旗門数旗門数旗門数 23

晴れ

-F- 田代　陽南多 -F- 田代　由都季

標高差標高差標高差標高差 200 m

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｯｼｭ 気温 -4/-3 ℃

天候天候天候天候

ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温ｽﾀｰﾄ/ﾌｨﾆｼｭ 気温

晴れ 雪質雪質雪質雪質 ハード

-4/-3 ℃

旗門数旗門数旗門数旗門数

開始時刻開始時刻開始時刻開始時刻

コースセッターコースセッターコースセッターコースセッター

主審主審主審主審 久保田　勇一郎

参加選手数  4参加選手数  4参加選手数  4参加選手数  4

前走者前走者前走者前走者

参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3参加選手数  3

順位順位順位順位 BibBibBibBib 競技者---------------------------競技者---------------------------競技者---------------------------競技者--------------------------- １本目１本目１本目１本目 ２本目２本目２本目２本目
No.No.No.No. 氏　名氏　名氏　名氏　名 タイムタイムタイムタイム地　域地　域地　域地　域

合計合計合計合計
タイムタイムタイムタイム

時間差時間差時間差時間差
タイムタイムタイムタイム

1111 北城　大地北城　大地北城　大地北城　大地0018 青森県 33.71     0.001:07.6433.93

2222 中村　晃大中村　晃大中村　晃大中村　晃大0019 長野県 34.00     0.831:08.4734.47

3333 豊島　昂太豊島　昂太豊島　昂太豊島　昂太0020 茨城県 34.91     2.511:10.1535.24

1st DID NOT START  1

山上　陽山上　陽山上　陽山上　陽0021 青森県

 #

Data Processing By THA&KS Official Timing Data By ALGE
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V10-1.0342 Giant slalom


