
０７－０８　ペナルティポイント一覧

大回転競技 回転競技

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 49.59 全国高校予選 選考会 男子 45.47
全国高校予選 選考会 女子 30.06 全国高校予選 選考会 女子 43.69
全国高校予選 本大会 男子 26.46 全国高校予選 本大会 男子 49.39
全国高校予選 本大会 女子 14.47 全国高校予選 本大会 女子 17.53
ＧＳＬ－Ｉ 第１戦 男子 16.23 全中予選・都中 SL 男子 75.15
ＧＳＬ－Ｉ 第１戦 女子 13.35 全中予選・都中 SL 女子 127.79
ＧＳＬ－Ｉ 第２戦 男子 24.32 都マスターズＳＬ 第一戦 女子 85.78
ＧＳＬ－Ｉ 第２戦 女子 4.26 都マスターズＳＬ 第一戦 男子Ａ 49.26

全国小学予選 練習会 男子 179.92 都マスターズＳＬ 第一戦 男子Ｂ 103.60
全国小学予選 予選会 男子 165.36 都マスターズＳＬ 第二戦 女子 87.29
全中予選・都中 GS 男子 60.59 都マスターズＳＬ 第二戦 男子Ａ 56.14
全中予選・都中 GS 女子 71.24 都マスターズＳＬ 第二戦 男子Ｂ 100.84
グレーシャーカップ GS 男子 30.56 ＷＳＣ ＳＬ 男子 48.80
グレーシャーカップ GS 女子 50.68 ＷＳＣ ＳＬ 男子マスターズ 77.40
グレーシャーカップ GS 男子 33.88 ＷＳＣ ＳＬ 女子 59.45
グレーシャーカップ GS 女子 49.21 ＷＳＣ ＳＬ 女子マスターズ 128.76
国体都大会 ポイント大会 女子Ａ 0.00 都高校 選考会 男子 61.53
国体都大会 ポイント大会 女子Ｂ 17.39 都高校 選考会 女子 54.89
国体都大会 ポイント大会 女子少年 0.00 都高校 本大会 男子 57.22
国体都大会 ポイント大会 男子Ａ 14.30 都高校 本大会 女子 39.83
国体都大会 ポイント大会 男子Ｂ 4.95 都選手権 ＳＬ 女子 0.00
国体都大会 ポイント大会 男子Ｃ 0.00 都選手権 ＳＬ 男子 0.00
国体都大会 ポイント大会 男子少年 21.73 石打ＳＬ 第一戦 女子Ａ 130.58
国体都大会 東京都大会 女子Ａ 0.00 石打ＳＬ 第一戦 男子Ａ 84.05
国体都大会 東京都大会 女子Ｂ 17.82 石打ＳＬ 第一戦 男子Ｂ 120.49
国体都大会 東京都大会 女子少年 7.27 石打ＳＬ 第二戦 女子Ａ 129.59
国体都大会 東京都大会 男子Ａ 15.68 石打ＳＬ 第二戦 男子Ａ 83.59
国体都大会 東京都大会 男子Ｂ 6.06 石打ＳＬ 第二戦 男子Ｂ 125.65
国体都大会 東京都大会 男子Ｃ 0.00 南関B級SL 第一戦 男子 0.00
国体都大会 東京都大会 男子少年 21.22 南関B級SL 第一戦 女子 0.00
南関マスターズ 第一戦 女子 65.98 南関B級SL 第二戦 男子 0.00
南関マスターズ 第一戦 男子Ａ 63.63 南関B級SL 第二戦 女子 0.00
南関マスターズ 第一戦 男子Ｂ 95.31 野辺山カップ SL 男子 55.91
南関マスターズ 第二戦 女子 62.98 野辺山カップ SL 女子 121.37
南関マスターズ 第二戦 男子Ａ 66.81 南関Ｊｒ SL 小学生女子 114.31
南関マスターズ 第二戦 男子Ｂ 85.54 南関Ｊｒ SL 中学生女子 126.56
ＧＳＬ－ＩI 第１戦 男子 58.42 南関Ｊｒ SL 高校生女子 64.89
ＧＳＬ－ＩI 第１戦 女子 62.43 南関Ｊｒ SL 小学生男子 132.22
ＧＳＬ－ＩI 第２戦 男子 52.31 南関Ｊｒ SL 中学生男子 113.34
ＧＳＬ－ＩI 第２戦 女子 63.60 南関Ｊｒ SL 高校生男子 64.41
ＷＳＣ ＧＳ 男子 18.62 アルペン複合 SL 女子・女子マスターズ 96.96
ＷＳＣ ＧＳ 男子マスターズ 82.20 アルペン複合 SL 男子 60.76
ＷＳＣ ＧＳ 女子 26.52 アルペン複合 SL 男子マスターズ 93.12
ＷＳＣ ＧＳ 女子マスターズ 157.17 都高校春季 選考会 男子 57.13
都高校 選考会 男子 48.05 都高校春季 選考会 女子 105.07
都高校 選考会 女子 58.05 都高校春季 本大会 男子 71.00
都高校 本大会 男子 40.03 都高校春季 本大会 女子 99.96
都高校 本大会 女子 51.04
石打ＧＳ 第一戦 男子 74.80
石打ＧＳ 第一戦 女子 136.94
石打ＧＳ 第二戦 男子 79.68
石打ＧＳ 第二戦 女子 134.47
苗場カップ 第一戦 男子 15.70
苗場カップ 第一戦 女子 46.28
都選手権 ＧＳ 女子 0.00
都選手権 ＧＳ 男子 0.00
南関B級GS 第一戦 男子 0.00
南関B級GS 第一戦 女子 0.00
南関B級GS 第二戦 男子 0.00
南関B級GS 第二戦 女子 0.00
野辺山カップ GS 男子 41.49
野辺山カップ GS 女子 77.01
南関Ｊｒ GS 小学生女子 173.91
南関Ｊｒ GS 中学生女子 83.77
南関Ｊｒ GS 高校生女子 90.86
南関Ｊｒ GS 小学生男子 179.91
南関Ｊｒ GS 中学生男子 89.31
南関Ｊｒ GS 高校生男子 39.60

アルペン複合 GS 男子 54.35
アルペン複合 GS 男子マスターズ 87.73
アルペン複合 GS 女子・女子マスターズ 46.72
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第一戦 男子 24.45
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第一戦 女子 56.60
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第二戦 男子 13.85
ＧＳＬ－ＩＩＩ 第二戦 女子 60.86
都高校春季 選考会 男子 54.46
都高校春季 選考会 女子 135.56
都高校春季 本大会 男子 54.18
都高校春季 本大会 女子 124.02
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