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[大会日程]
3月11日（土） 08：00～ 受付 エスカルプラザ2F・アッパーデッキホール

8:30
09：15～ コール開始
09：30～ 競技開始 とおみゲレンデ・第2リフト沿い
16：00～ 表彰式・閉会式 エスカルプラザ2F・アッパーデッキホール

[競技種目]
種目

小回り

大回り

総合滑降
＊日程、競技種目、競技コートについては変更する場合があります。

[出場資格]
①SAJスキー指導員及び準指導員、SAJ2級以上の方
②スキー傷害保険に加入している方

[組み分け]
①男子1部　（35歳未満） ⑩女子1部　（30歳未満）
②男子2部　（35歳～39歳） ⑪女子2部　（30歳～39歳）
③男子3部　（40歳～44歳） ⑫女子3部　（40歳～49歳）
④男子4部　（45歳～49歳） ⑬女子4部　（50歳以上）
⑤男子5部　（50歳～54歳） ⑭小学生の部（小学4年生～6年生）
⑥男子6部　（55歳～59歳） ⑮中学生の部
⑦男子7部　（60歳～64歳） ⑯高校生の部
⑧男子8部　（65歳～69歳） ⑰男子スノーボードの部
⑨男子9部　（70歳以上） ⑱女子スノーボードの部
　＊各組の年齢起算は2022年4月1日とします。
　＊スノーボードの部の審判員は、スキーの部と同じ審判員が行います。

[表　　彰]
表彰（総得点）　男子、女子共各組　3位まで表彰（予定）

[そ の 他]
①現地での傷害事故などにおける応急手当は行いますが、その他は当事者の責任となります。
②競技種目及び日程等については、天候あるいは会場の事情により変更が生じることがあります。
③公式掲示は、エスカルプラザ２Fアッパーデッキホール前とします。
④保険証は必ず持参してください。
⑤ヘルメットの着用を義務とします。

進行予定 斜面設定 競技コート

3月11日（土） 中斜面・整地
とおみゲレンデ上部
（第2ペアリフト沿い）

09：30～



エスカルプラザ2F
　　ビブ配布 アッパーデッキホール

　受付終了
とおみゲレンデ上部
（第2ペアリフト沿い）

　①小回り（中斜面・整地） 全種目ビブ順スタート

　②大回り（中斜面・整地）

　③総合滑降（中斜面・整地）

　競技終了予定
　表彰式・閉会式 エスカルプラザ2F
　　ビブ回収 アッパーデッキホール
　　賞品配布

3月11日(土)

タイムスケジュール

8:00

8:30

　受付

16:00

9:15 　コール開始
9:30 　競技開始

13:30



第21回環富士山スキー技術選手権大会競技規則

◎競技規則を次の通り定める。

1．競技者は種目別スタート地点に集合し、スタート審判のコールを受け応答しなければならない。

2．競技者は前者の出発後、直ちにスタート地点に立ち出発のための準備をしなければならない。

3．競技者はスタート審判の合図により出発しなければならない。直ちに出発しない場合は当該種目を

　 棄権とする。

4．競技コースの終点には斜面の両サイドに2本ずつ端が立ち、その旗の前2本を結ぶ線上を通過し、

　 ゴールエリア内に停止しなければならない。

5．競技は示された停止エリア内で終了する。

6．主審は選手の停止位置を確認し、停止内容に著しい違反があった場合には各審判員に指示し、減点

　 を通告する。

7．競技種目が必要とする斜面については、その条件や状況を判断して、適切な技術によってターンの

　 大きさやスピード調節を行う。

8．競技斜面設定後のインスペクションはコース外から行い、コース内への立ち入りはできない。

　 但し、雪面状況・天候などの理由によって大会本部の指示により必要と認めた場合は、インスペク

　 ションを行うことができる。

9．競技中は、必ずヘルメットを着用しなければならない。

10．出場者は、必ずスキー傷害保険に加入していること。

　　以上



第21回 環富士山エイブル白馬五竜スjキー・スノーボード技術選手権大会　スタートリスト

※全種目ともビブ順スタートになります
Bib 氏名 フリガナ クラス 所属 クラブ名 資格

1 藤田 美月 フジタ ミツキ 小学生の部 広島 チームアポリト
2 小山 音 コヤマ オト 小学生の部 神奈川 シルバースパークレーシングクラブ
3 高橋 祷眞 タカハシ トウマ 小学生の部 新潟
4 藤田 美日 フジタ ミハル 小学生の部 広島 チームアポリト
5 河渕 愛士 コウブチ マナト 小学生の部 群馬
6 林 岳 ハヤシ ガク 小学生の部 長野
7 太田 亮平 オオタ リョウヘイ 小学生の部 愛知 BE-IN
8 reserve1
9 柳瀬 琴遥 ヤナセ コハル 中学生の部 神奈川 横浜スベロー会 １級

10 小山 詮 コヤマ ゼン 中学生の部 神奈川 シルバースパークレーシングクラブ テク
11 小山 暖 コヤマ ダン 中学生の部 神奈川 シルバースパークレーシングクラブ クラ
12 reserve2
21 松原 久美 マツバラ クミ 女子4部 神奈川 ヴィヴァントスキークラブ 準指
22 大林 敬子 オオバヤシ ケイコ 女子4部 長野 小谷村スポーツ協会 正指
23 林 恵子 ハヤシ ケイコ 女子4部 神奈川 川崎ユーベルスキークラブ 正指
24 宮川 まゆみ ミヤガワ マユミ 女子4部 長野 正指
25 大塚 幸代 オオツカ サチヨ 女子4部 福岡 正指
26 小沼 みはる コヌマ ミハル 女子4部 神奈川 ハマスキークラブ 正指
27 酒井 葉子 サカイ ヨウコ 女子4部 千葉 テクニカルスキークラブ 準指
28 三重野 順子 ミエノ ジュンコ 女子4部 静岡 静岡スキー技術研究会 準指
29 reserve3
30 服部 英恵 ハットリ ハナエ 女子3部 千葉 テクニカルスキークラブ 正指
31 島澤 美智子 シマザワ ミチコ 女子3部 愛知 愛知県庁はなのきSC 正指
32 渡邊 佐知子 ワタナベ サチコ 女子3部 神奈川 クリスタライズスキークラブ １級
33 花井 悠 ハナイ ハルカ 女子3部 神奈川 平塚スキークラブ 正指
34 松本 ゆかり マツモト ユカリ 女子3部 兵庫 １級
35 櫻井 翔子 サクライ ショウコ 女子2部 神奈川 ユーベルスキークラブ テク
36 有馬 愛 アリマ アイ 女子2部 静岡 正指
37 西方 麗美 ニシカタ レミ 女子2部 静岡 １級
38 小出 柚羽 コイデ ユズハ 女子1部 東京 スキーサークルスリム テク
39 鈴木 晴香 スズキ ハルカ 女子1部 長野 藪原スキークラブ クラ
40 reserve4
41 星 七郎 ホシ シチロウ 男子9部 静岡 静岡スキー技術研究会 正指
42 金子 孝治 カネコ タカハル 男子9部
43 天野 明 アマノ アキラ 男子9部 千葉 テクニカルスキークラブ 準指
44 櫛田 実 クシダ ミノル 男子9部 東京 AKSC 正指
45 高田 和幸 タカタ カズユキ 男子9部 広島 ピステスキークラブ １級
46 土屋 哲正 ツチヤ ノリマサ 男子9部 静岡 準指
47 長谷川 芳雄 ハセガワ ヨシオ 男子8部 神奈川 横浜スポーツマンクラブ 準指
48 reserve5
49 小松原 眞貴雄 コマツバラ マキオ 男子7部 神奈川 中原リーゼンスキークラブ 正指
50 横山 隆 ヨコヤマ タカシ 男子7部 福岡 正指
51 小西 史裕 コニシ フミヒロ 男子7部 兵庫 ERFOLGスキーグラブ 正指
52 長澤 宏 ナガサワ ヒロシ 男子7部 長野 正指
53 田澤 隆 タザワ タカシ 男子7部 千葉 テクニカルスキークラブ 正指
54 牧島 利行 マキシマ トシユキ 男子6部 神奈川 神奈川雪友スキークラブ １級
55 高山 均 タカヤマ ヒトシ 男子6部 神奈川 横浜ＹＹスキークラブ 正指
56 青木 純 アオキ ジュン 男子6部 東京 テク
57 岡本 洋一 オカモト ヨウイチ 男子6部 神奈川 横浜ペガサススキークラブ 正指
58 井上 英年 イノウエ ヒデトシ 男子6部 神奈川 トライアルスキークラブ 正指
59 reserve6



60 古谷 啓志 フルヤ ヒロシ 男子5部 静岡 パウダー8スキークラブ 準指
61 森 徹朗 モリ テツオ 男子5部 静岡 静岡県スキー技術研究会 クラ
62 酒井 雅行 サカイ マサユキ 男子5部 千葉 テクニカルスキークラブ 正指
63 北澤 清 キタザワ セイ 男子5部 愛知 BE-IN 正指
64 野沢 厚志 ノザワ アツシ 男子5部 神奈川 川崎スキークラブ 準指
65 荻野 毅 オギノ タケシ 男子5部 千葉 テクニカルスキークラブ １級
66 矢野 誠 ヤノ マコト 男子5部 山梨 都留スキークラブ テク
67 片山 昌浩 カタヤマ アキヒロ 男子5部 神奈川 トライアルスキークラブ 準指
68 矢野 貴広 ヤノ タカヒロ 男子5部 福岡 正指
69 北村 暁彦 キタムラ アキヒコ 男子5部 長野 クラ
70 滑川 浩 ナメリカワ ヒロシ 男子5部 神奈川 ＭＯＴＩＯＮ クラ
71 石口 雅也 イシグチ マサヤ 男子5部 千葉 テクニカルスキークラブ 準指
72 徳田 貴士 トクダ タカシ 男子5部 愛知 BE-IN 正指
73 reserve7
74 高橋 裕哉 タカハシ ユウスケ 男子4部 新潟 １級
75 小沼 裕司 コヌマ ユウジ 男子4部 神奈川 ハマスキークラブ 正指
76 田中 純二 田中 純二 男子4部 神奈川 トライアルスキークラブ 準指
77 加藤 智司 カトウ トモジ 男子4部 神奈川 川崎スキークラブ クラ
78 金井 隆義 カナイ タカヨシ 男子4部 神奈川 トライアルスキークラブ １級
79 服部 憲一朗 ハットリ ケンイチロウ 男子4部 千葉 テクニカルスキークラブ 正指
80 佐藤 良太 サトウ リョウタ 男子4部 静岡 テク
81 中島 友則 ナカシマ トモノリ 男子4部 神奈川 アガペスキークラブ １級
82 古橋 亮慈 フルハシ リョウジ 男子4部 東京 スキーサークルスリム 準指
83 小出 泰紀 コイデ ヤスノリ 男子4部 東京 スキーサークルスリム 準指
84 三重野 武彦 ミエノ タケヒコ 男子4部 静岡 静岡スキー技術研究会 準指
85 reserve8
86 鈴木 崇晃 スズキ タカアキ 男子3部 長野 長野県教職員スキークラブ クラ
87 近藤 祐輔 コンドウ ユウスケ 男子3部 愛知 クラ
88 岩下 聖 イワシタ アキラ 男子3部 静岡 スノーブラザーズ スキークラブ
89 樋口 大輔 ヒグチ ダイスケ 男子3部 新潟 苗場スノースポーツクラブ 準指
90 長沼 忍 ナガヌマ シノブ 男子2部 １級
91 Kim SeungWook キム スンウク 男子2部
95 reserve9
92 永井 真矢 ナガイ シンヤ 男子1部 埼玉 テク
93 加藤 翔 カトウ ショウ 男子1部 長野 長門スキークラブ 正指
94 篠田 耕司郎 シノダ コウシロウ 男子1部 静岡 準指
96 藤吉 敏樹 フジヨシ トシキ 男子1部 愛知 クラ
97 久禮 俊晃 クレ トシミツ 男子1部 神奈川 平塚スキークラブ テク
98 大口 凌平 オオグチ リョウヘイ 男子1部 愛知 BE-IN 正指
99 松尾 航汰 マツオ コウタ 男子1部 愛知 １級

100 三島木 勇哉 ミシマギ ユウヤ 男子1部 学連 準指
101 reserve10
111 浅井 美也子 アサイ ミヤコ SB女子 新潟 新潟スノーボードクラブ 正指
112 reserve11
116 川島 真一 カワシマ シンイチ SB男子 千葉 千葉スノーボードクラブ 正指
117 高橋 礼 タカハシ レイ SB男子 千葉 １級
118 reserve12




