
第89回全関西学生スキー選手権大会
All Kansai Intercollegiate Skiing Championships in Nozawa 2019

公式成績表

女子 1.2 km スプリント フリー

nozawaonsen 2019/03/10 開始時間 09:30 終了時間 11:39

 技術代表 田中　正徳 学連  コース名 南原クロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  標高差 ２３ｍ

 コース係長 森　知弘 NSC  極限登高標高差 ３６ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 202 決勝 A 01303411 小島 千香世 同志社大学 学連
2 203 決勝 A 01304703 山石 沙也加 同志社大学 学連
3 204 決勝 A 01305103 髙橋 莉那 同志社大学 学連
4 205 決勝 A 01304292 渡辺 愛珠 同志社大学 学連
5 201 決勝 A 01304927 内田 夢加 同志社大学 学連
6 207 決勝 A 01304698 中井 柊花 関西学院大学 学連

7 206 決勝 B 01304393 本間 樹良来 京都大学 学連
8 208 決勝 B 01304422 田村 希 京都産業大学 学連
9 210 決勝 B 01307263 山田 紗恵子 名古屋大学 学連

10 209 決勝 B 01307810 田中 優香 名古屋大学 学連
11 212 決勝 B 01306722 寺島 梨子 京都産業大学 学連
12 211 決勝 B 01307266 野田 智子 九州大学 学連

13 予選 01303667 井渕 冴梨 関西学院大学 学連
14 予選 01307264 石田 京 九州大学 学連
15 予選 01305521 小谷 貴子 京都産業大学 学連
16 予選 01308214 今村 佳乃 九州大学 学連
17 予選 01308227 奥村 紗月 大阪教育大学 学連
18 予選 01307973 吉川 裕木子 神戸大学 学連
19 予選 01308157 秋元 映実花 大阪大学 学連
20 予選 01305452 黒岩 知真 関西学院大学 学連
21 予選 01308711 永楽 郁佳 大阪教育大学 学連
22 予選 01306279 南 真唯 武庫川女子大学 学連
23 予選 01308582 金藤 栞 京都大学 学連
24 予選 01308706 神原 柚乃 神戸大学 学連

25 予選 01308712 刈谷 みちる 大阪教育大学 学連
26 予選 01308618 岡田 彩美 九州大学 学連

雪温 気温
09:30  晴れ  ハード 0℃ 7℃ 62％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
26 26 0 0 0 0

技術代表 セクレタリー

田中　正徳 佐藤　金二
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ジュリー コース データ

順位 Bib ラウンド
SAJ
コード

名前 所属名 都道府県 備考

参加者

時刻 天候 雪質 湿度
温度

風向 / 風速


