
　　　　　　　　　第54回岩手県スキー選手権大会（ノルディック種目）
　　　　　　　　　　　　　　第63回岩手県高等学校スキー大会

競技結果    高校競技結果    高校競技結果    高校競技結果    高校

ノルディックコンバインドノルディックコンバインドノルディックコンバインドノルディックコンバインド

矢神飛躍台 HS 58.0m ミディアムヒル K-Point:55.0m = 60 p. +/- 2.8p./m
田山ﾊﾞｲｱｽﾛﾝｺｰｽ Length:10.0Km 15p./m

ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー
三ヶ田礼一技術代表 SAH
三浦　剛喜競技委員長 SAH

飛型審判員飛型審判員飛型審判員飛型審判員
伊藤　孝治                -A- SAH
伊藤　時彦                -B- SAH
田口　仁一                -C- SAH
高橋　正治                -D- SAH
村上　　映                -E- SAH

　

開始時間 11:2511:21 終了時間

Competition Data
№16 54.625m1stRound

気象条件
気象観測時間 11:00
天候 雪
気温 -3℃
雪温 -4℃
風向 南東
風速 0.1m
湿度 87%
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競技結果    高校競技結果    高校競技結果    高校競技結果    高校

ノルディックコンバインドノルディックコンバインドノルディックコンバインドノルディックコンバインド
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飛型審判員飛型審判員飛型審判員飛型審判員ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー

三ヶ田礼一 伊藤　孝治技術代表                 -A-SAH SAH

　 伊藤　時彦ｱｼｽﾀﾝﾄTD                 -B-　 SAH

田口　仁一三浦　剛喜競技委員長                 -C-SAH SAH

　 高橋　正治　                 -D-　 SAH

　 村上　　映　                 -E-　 SAH
　

順位順位順位順位 St.No.St.No.St.No.St.No. 名前名前名前名前 km/hkm/hkm/hkm/h 飛距離飛距離飛距離飛距離 飛型審判飛型審判飛型審判飛型審判 飛型点飛型点飛型点飛型点 得点   合計得点   合計得点   合計得点   合計県名県名県名県名 時間差時間差時間差時間差
所属所属所属所属 距離点距離点距離点距離点

1 23 小林　陵侑　(2年) 1 53.0 17.0 17.0 17.0 51.0 105.417.554.4 17.0岩  手        0

盛岡中央高等学校  - 105.4

2 21 三ケ田泰良 (1年) 1 48.5 16.5 16.5 16.5 50.0 91.817.041.8 17.0岩  手       54

盛岡中央高等学校  - 91.8

3 22 村上　純人　(1年) 1 47.5 16.5 15.0 16.0 48.5 87.516.539.0 16.0岩  手     1:12

盛岡中央高等学校  - 87.5

１本目 ２本目最大値 最小値 平均値 最大値 最小値 平均値
速度 速度0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

飛距離 53.0 47.5 49.6 0.0 0.0 0.0飛距離
風 風0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2014/01/12 岩手県八幡平市

12014/01/12 14:56Official Computer Data by

　

　

　

　

　

　
　

Pos.Pos.Pos.Pos. -A--A--A--A- -B--B--B--B- -C--C--C--C- -D--D--D--D- -E--E--E--E-

Page:



　　　　　　　　　第54回岩手県スキー選手権大会（ノルディック種目）
　　　　　　　　　　　　　　第63回岩手県高等学校スキー大会
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ノルディックコンバインドノルディックコンバインドノルディックコンバインドノルディックコンバインド

矢神飛躍台 HS 58.0m ミディアムヒル K-Point:55.0m = 60 p. +/- 2.8p./m
田山ﾊﾞｲｱｽﾛﾝｺｰｽ Length:10.0Km 15p./m

ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー

三ヶ田礼一技術代表 SAH
三浦　剛喜競技委員長 SAH

　

開始時間 14:00 14:37終了時間

コースデータ
田山ﾊﾞｲｱｽﾛﾝｺｰｽコース名

コース長 10.0
出発・決勝標高 445
標高差 31
極限登高 23
合計登高 268

気象条件
14:00気象観測時間
-1℃気温
北風向
-1ｍ風速
-2℃雪温
雪天候
62％湿度
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ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊｭﾘｰﾒﾝﾊﾞ゙゙゙ｰーーー

三ヶ田礼一 　技術代表 　SAH 　

三浦　剛喜 　競技委員長 　SAH 　
　

飛躍飛躍飛躍飛躍県名県名県名県名 距離距離距離距離 時間差時間差時間差時間差所属所属所属所属St.No.St.No.St.No.St.No. 名前名前名前名前順位順位順位順位

       0.03   36:39.41105.4岩  手盛岡中央高等学校小林　陵侑　(2年)111

      30.81   36:16.2291.8岩  手盛岡中央高等学校三ケ田泰良 (1年)132

      49.42   36:16.8387.5岩  手盛岡中央高等学校村上　純人　(1年)153

＊＊＊＊ははははウェーブスタートウェーブスタートウェーブスタートウェーブスタート
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第54回岩手県スキー選手権大会 (ノルディック種目)

第63回岩手県高等学校スキー大会

競技結果 高校
ノルディックコンバインド

矢神飛躍台 HS 58.Omミディアムヒル
田山ハ

゛
イアスロンコース

K―Pointi55.Om=60p.+/-2.8p./m
Length:10.OKm 15p./m

ヱ瞥ぽ 魔彗ど
三ヶ田ネL―  SAH

技術代表

吻f拶笏
三浦 岡1喜  SAH

競技委員長
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