
　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表



　　　　　　　　　　平成２６年度　岡山県中学校冬季スキー大会

（ノルディック種目）
（走法クラシカル）

距 離 競 技　　競  技  公  式  成  績

2015年2月19日(木) 恩原高原スキー場 11時00分 開始
公式掲示時間 12時30分 12時00分 終了

気象 コース ﾊﾟﾉﾗﾏｹﾞﾚﾝﾃﾞｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 技術代表 片田八重美
(11時00分現在)
気温　 -1.1℃ 競技委員長 神原　弘樹

風向　 北東 コース係長 小椋　博文
最　高　地　点 843m

風速　 ５ｍ 最　低　地　点 695m
標　　 高 　　差 158m

雪温 ０．７℃ 極限登高標高差 133m

天気 雪 Ｆ＝ 800

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学女子 》 3km （走法クラシカル） 0:17:01.6
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 64 立田 詩乃 岡山 蒜山中2 0:17:01.6 00:00.0
2 62 真田 夏海 岡山 蒜山中1 0:17:28.1 00:26.5
3 63 本守 彩音 岡山 蒜山中2 0:17:46.5 00:44.9

DID NOT START [1]
61 原田 実和 岡山 蒜山中1

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

ラップタイム
 時：分：秒

　 《 中学男子 》 5km （走法クラシカル） 0:26:03.8
順位 ﾋﾞﾌﾞNO SATNO 氏 名 県名 所属  所 要 時 間  タイム差 ﾚｰｽﾎﾟｲﾝﾄ

------------------------------------------------------ 時：分：秒 分：秒
1 59 杉村 亮祐 岡山 蒜山中2 0:26:03.8 00:00.0
2 60 湯栗 健太 岡山 蒜山中2 0:27:17.9 01:14.1
3 58 筒井 慈虎 岡山 蒜山中1 0:32:42.0 06:38.2
4 52 山口 翔也 岡山 富中2 0:34:00.9 07:57.1
5 57 德山 佳哉 岡山 蒜山中1 0:36:37.3 10:33.5
6 51 佐々木 晶理 岡山 新庄中1 0:38:24.3 12:20.5
7 55 小山 雄大 岡山 新庄中2 0:39:47.5 13:43.7
8 53 澤田 康太 岡山 新庄中2 0:41:24.6 15:20.8

DID NOT START [2]
54 稲田 　翔 岡山 新庄中2
56 本間 悠希 岡山 新庄中2

DID NOT FINISH [0]

DISQUALFIED    [0]

技　術　代　表


