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大会名 詳細 組別 ペナルティポイント 大会名 詳細 組別 ペナルティポイント

全国高校予選 選考会 男子 21.25 全国高校予選 選考会 男子 39.38
全国高校予選 選考会 女子 42.67 全国高校予選 選考会 女子 20.98
全国高校予選 本大会 男子 29.45 全国高校予選 本大会 男子 41.69
全国高校予選 本大会 女子 33.82 全国高校予選 本大会 女子 28.93
全中予選・都中 GS 男子 73.71 全中予選・都中 SL 男子 69.10
全中予選・都中 GS 女子 104.09 全中予選・都中 SL 女子 57.24
グレーシャーカップ 第一戦 男子 30.45 都マスターズＳＬ 第一戦 女子 82.37
グレーシャーカップ 第一戦 女子 41.44 都マスターズＳＬ 第一戦 男子（1組～５組） 50.60
グレーシャーカップ 第二戦 男子 31.12 都マスターズＳＬ 第一戦 男子（６組～１０組） 102.27
グレーシャーカップ 第二戦 女子 36.37 都マスターズＳＬ 第二戦 女子 77.62
国体都大会 ポイント大会 女子Ａ 1.97 都マスターズＳＬ 第二戦 男子（1組～５組） 43.64
国体都大会 ポイント大会 女子Ｂ 7.11 都マスターズＳＬ 第二戦 男子Ｂ（６組～１０組） 98.33
国体都大会 ポイント大会 女子少年 31.84 都選手権 ＳＬ 女子 0.00
国体都大会 ポイント大会 男子Ｃ 9.64 都選手権 ＳＬ 男子 0.00
国体都大会 ポイント大会 男子Ａ 21.82 ＷＳＣ ＳＬ 男子 41.28
国体都大会 ポイント大会 男子Ｂ 0.15 ＷＳＣ ＳＬ 男子マスターズ１（M50) 60.81
国体都大会 ポイント大会 男子少年 14.85 ＷＳＣ ＳＬ 男子マスターズ２（M60) 60.81
国体都大会 東京都大会 女子Ａ 12.24 ＷＳＣ ＳＬ 女子 45.86
国体都大会 東京都大会 女子Ｂ 19.09 ＷＳＣ ＳＬ 女子マスターズ１（M50) 114.15
国体都大会 東京都大会 女子少年 31.50 ＷＳＣ ＳＬ 女子マスターズ２（M60) 114.15
国体都大会 東京都大会 男子Ｃ 11.24 都高校 選考会 男子 39.18
国体都大会 東京都大会 男子Ａ 19.20 都高校 選考会 女子 42.86
国体都大会 東京都大会 男子Ｂ 0.00 都高校 本大会 男子 43.52
国体都大会 東京都大会 男子少年 15.80 都高校 本大会 女子 42.60
南関マスターズ 第一戦 女子 64.06 野辺山カップ SL 男子 52.21
南関マスターズ 第一戦 男子（1組～５組） 47.86 野辺山カップ SL 女子 110.55
南関マスターズ 第一戦 男子（６組～１０組） 97.32 南関B級 第一戦 男子 0.00
南関マスターズ 第二戦 女子 70.94 南関B級 第一戦 女子 0.00
南関マスターズ 第二戦 男子（1組～５組） 63.53 南関B級 第二戦 男子 0.00
南関マスターズ 第二戦 男子（６組～１０組） 98.72 南関B級 第二戦 女子 0.00
都選手権 ＧＳ１本目 女子 0.00 南関Ｊｒ SL 小学生女子 115.87
都選手権 ＧＳ１本目 男子 0.00 南関Ｊｒ SL 中学生女子 123.79
都選手権 ＧＳ２本目 女子 0.00 南関Ｊｒ SL 高校生女子 72.16
都選手権 ＧＳ２本目 男子 0.00 南関Ｊｒ SL 小学生男子 133.45
ＷＳＣ ＧＳ 男子 18.10 南関Ｊｒ SL 中学生男子 94.79
ＷＳＣ ＧＳ 男子マスターズ１（M50) 70.73 南関Ｊｒ SL 高校生男子 36.25
ＷＳＣ ＧＳ 男子マスターズ２（M60) 70.73 都高校春季 選考会 男子 72.63
ＷＳＣ ＧＳ 女子 24.03 都高校春季 選考会 女子 95.95
ＷＳＣ ＧＳ 女子マスターズ１（M50) 159.91 都高校春季 本大会 男子 61.82
ＷＳＣ ＧＳ 女子マスターズ２（M60) 159.91 都高校春季 本大会 女子 65.95
都高校 選考会 男子 42.87
都高校 選考会 女子 53.98
都高校 本大会 男子 52.27
都高校 本大会 女子 55.31
苗場カップ 第一戦 男子 15.81
苗場カップ 第一戦 女子 88.45
苗場カップ 第二戦 男子 8.41
苗場カップ 第二戦 女子 85.05
南関B級 第一戦 男子 0.00
南関B級 第一戦 女子 0.00
南関B級 第二戦 男子 0.00
南関B級 第二戦 女子 0.00
野辺山カップ GS 男子 30.42
野辺山カップ GS 女子 67.59
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第一戦 女子 46.53
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第二戦 男子 32.22
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第二戦 女子 79.29
都高校春季 選考会 男子 62.36
都高校春季 選考会 女子 110.38
都高校春季 本大会 男子 51.50
都高校春季 本大会 女子 92.24
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