
 

第第７７８８回回国国民民体体育育大大会会冬冬季季大大会会ススキキーー競競技技会会静静岡岡県県選選考考会会  

第第 １１ ００ １１ 回回 全全 日日 本本 選選 手手 権権 静静 岡岡 県県 選選 手手 選選 考考 会会  

  ２２  ００ ２２ ３３ 年年 度度 静静 岡岡 県県 スス キキ ーー 選選 手手 権権 大大 会会  

 全 中・インターハイ   静 岡 県 選 手 選 考 会 

第第 ７７ ３３ 回回 中中 部部 日日 本本 スス キキ ーー 大大 会会 選選 考考 会会  

 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

プ ロ グ ラ ム 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

 

 

期 日 ２０２３年 １月 ８日（日） 国体選考・中日         ＸＣ    

２０２３年 １月 ８日（日） 国体選考・県選手権・ 中日   ＧＳ  

２０２３年 １月 ８日（日） 全中・インターハイ選考・中日 ＧＳ  

２０２３年 １月 ９日（月)  県選手権 ・中日        ＸＣ 

２０２３年 １月 ９日（月） 全中・インターハイ選考 ＳＬ 

２０２３年 １月 ９日（月） 県選手権 ＳＬ  

 

会 場 岐阜県 ほおのき平 ス キ ー 場 
 

 

静 岡 県 ス キ ー 連 盟 

 

 



１．大会役員   

   顧  問   清水 完二 

会  長      宮崎  仁 

副会長      中南 正克 

委員長      吉岡 宣雄 

副委員長     工藤 健人 

 

 

２．競技役員    アルペン 

   技術代表   中南 正克                出発係長     ほおのき平スタッフ 

   競技委員長   吉岡 宣雄                電光掲示     ほおのき平スタッフ 

   主  審   宮崎  仁                コース係     ほおのき平スタッフ 

   出発審判長  金子 直由                記録掲示係長   ほおのき平スタッフ 

   決勝審判長  伊東 啓成                旗門審判長    笠井 弘之 

   旗門係長   工藤 健人                 

   計時計算係長 吉岡 宣雄                旗門員(各クラブ） 

   通  告   ほおのき平スタッフ            ST   チャレンジ    ２名 

   セッター   工藤 健人                富士市 スキー協会    ２名 

   セッター   笠井 弘之                富士宮 スキー協会    １名 

   セッター   ほおのき平スタッフ            

                                

クロスカントリー 

技術代表   半田 誠 

競技委員長  三重県スタッフ 

 

 

３．日  程 

 

【ＧＳ・ＳＬ競技】 ２０２３年１月 ８日（日）・１月 ９日（月） 

 

          １月 ７日（土）19:00～20:00 開会式・選手会・国体選考受付 スキーセンター２Ｆ  

                         各チーム代表１名出席のこと。ビブ配布 

                           チームミーティングでタイムスケジュール発表   

  

【ＧＳ競技】  １月 ８日（日） 7:00    役員集合 

                   7:30    受付ビブ配布 

                    

        

  【ＳＬ競技】  １月 ９日（月） チームミーティングのタイムスケジュールで開始     1本目 

チームミーティングのタイムスケジュールで開始     2本目 

 

14:00～        閉会式予定          スキーセンター２Ｆ 

  

【ＸＣ競技】    ２０２３年１月 ８日（日）        三重県合同開催 

 

          １月 ８日（日）        国体予選（クラシカル） （フリー） 

         １月 ９日（月）        県選手権（クラシカル） (フリー)  

                                                   

４．その他  ［開会式式次第］（1/7）             ［閉会式式次第］（1/9） 

1.開会宣言                    1.成績発表 

2.会長挨拶                    2.選手選考結果発表 

3.立会理事挨拶                  3.閉会宣言 

4.来賓挨拶                     

5.選手宣誓   
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国体選考会　（１月８日） ジャイアントスラローム

成年女子Ｂ 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

1 　濱村  美世 富士市スキー協会

2 　神谷  久美子 ヤマハ発動機

成年女子Ａ 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

3 　生田　玲奈 富士市スキー協会

少年女子 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

4 　秋山　采花 富士市スキー協会

5 　疋田　百華 ローカスSC

成年男子Ｃ 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

6 　友井  孝浩 ローカス

7 　永井  博章 磐田スキークラブ

8 　江島  毅 ヤマハ発動機

9 　山田  健司 ヤマハ発動機

10 　大鉢  次郎 富士宮スキー協会

11 　服部  寛 ヤマハ発動機

12 　山田  健 ヤマハ発動機

13 　足立  卓彦 ローカス

14 　鈴木　康弘 富士宮スキー協会

15 　久田　悟 スワンスキークラブ

16 　山本　浩也 富士市スキー協会

17 　長島　健 静岡市スキー協会

18 　平澤　俊充 スワンスキークラブ

19 　吉田　昌仲 スキー御殿場
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国体選考会（１月８日） ジャイアントスラローム

成年男子Ｂ 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

20 　笠間　桂太 スズキ

21 　二本松　稜 富士市スキー協会

成年男子Ａ 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

22 　山中　怜 清水スキークラブ

少年男子 《BIB　赤数字》

BIB.NO 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

23 　五十嵐　陽 富士宮スキー協会

24 　藤田　舜輝 富士市スキー協会
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全日本選手選考会・県選手権大会　（１月8日）ジャイアントスラローム
全中・インターハイ選手選考会　　（１月8日）ジャイアントスラローム

女子　小学生 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

1 　内記　彩菜 チャレンジ

女子　中学生 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

2 　秋山　もあな 富士市スキー協会

3 　小西　莉朴 ローカス

女子　高校生 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

4 　秋山　采花 富士市スキー協会

5 　疋田　百華 ローカスSC

男子　小学生 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

6 　大鉢　泰駕 富士宮スキー協会

7 　渡邉　絢太 富士宮スキー協会

8 　笹野　天汰 ローカス

9 　岡田　琉聖 チャレンジ

男子　中学生 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

10 　藤田　舜輝 富士市スキー協会

11 　岩崎　辰海 富士宮スキー協会

12 　串田　有 ローカス

13 　藤田　篤輝 富士市スキー協会

14 　藤村　航宇 チャレンジ

15 　山田　圭汰 富士市スキー協会

16 　伊豆川　巧真 富士市スキー協会

17 　河合　淳之介 富士市スキー協会

男子　高校生 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

18 　五十嵐　陽 島田高校

女子 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

19 　濱村  美世 富士市スキー協会

20 　神谷  久美子 ヤマハ発動機

21 　小林　恵里 富士市スキー協会

22 　生田　玲奈 富士市スキー協会
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全日本選手選考会・県選手権大会　（１月8日）ジャイアントスラローム
全中・インターハイ選手選考会　　（１月8日）ジャイアントスラローム

男子 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

23 　山中　怜 清水スキークラブ

24 　友井  孝浩 ローカス

25 　二本松　稜 富士市スキー協会

26 　江島  毅 ヤマハ発動機

27 　永井  博章 磐田スキークラブ

28 　笠間　桂太 スズキ

29 　大鉢  次郎 富士宮スキー協会

30 　山田  健司 ヤマハ発動機

31 　足立  卓彦 ローカス

32 　服部  寛 ヤマハ発動機

33 　山田  健 ヤマハ発動機

34 　渡邉　圭介 富士宮スキー協会

35 　田中　将秀 スズキ

36 　鈴木　康弘 富士宮スキー協会

37 　久田　悟 スワンスキークラブ

38 　岩﨑　竜一 富士宮スキー協会

39 　平澤　俊充 スワンスキークラブ

40 　長島　健 静岡市スキー協会

41 　山本　浩也 富士市スキー協会

42 　吉田　昌伸 スキー御殿場

43 　石川　賢治 静岡スキー技術研究会

　小学生　オープン参加 《BIB　緑数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

45 　内記　海翔 チャレンジ

46 　大口　凛衣菜 チャレンジ

47 　市原　瑛登 富士市スキー協会
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全日本選手選考会・県選手権大会　（１月9日）　　スラローム
全中・インターハイ選手選考会　　（１月9日）　　スラローム

女子　小学生 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

1 　内記　彩菜 チャレンジ　

女子　中学生 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

2 　小西　莉朴 ローカスSC

3 　秋山　もあな 富士市スキー協会

女子　高校生 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

4 　秋山　采花 富士市スキー協会

5 　疋田　百華 ローカスSC

男子　小学生 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

6 　大鉢　泰駕 富士宮スキー協会

7 　笹野　天汰 ローカスSC

8 　岡田　琉聖 チャレンジ

9 　渡邉　絢太 富士宮スキー協会

男子　中学生 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

10 　藤田　篤輝 富士市スキー協会

11 　岩崎　辰海 富士宮スキー協会

12 　串田　有 ローカス

13 　藤田　舜輝 富士市スキー協会

14 　藤村　航宇 チャレンジ

15 　河合　淳之介 富士市スキー協会

16 　山田　圭汰 富士市スキー協会

17 　伊豆川　巧真 富士市スキー協会

男子　高校生 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

18 　五十嵐　陽 富士宮スキー協会

女子 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

19 　神谷  久美子 ヤマハ発動機
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全日本選手選考会・県選手権大会　（１月9日）　　スラローム
全中・インターハイ選手選考会　　（１月9日）　　スラローム

男子 《BIB　赤数字》

BIB.No 氏　　　名 所　　　属 タ　　イ　　ム 順　位

20 　山中　怜 清水スキークラブ

21 　笠間　桂太 スズキ

22 　江島  毅 ヤマハ発動機

23 　大鉢  次郎 富士宮スキー協会

24 　山田  健司 ヤマハ発動機

25 　渡邉　圭介 富士宮スキー協会

26 　山田  健 ヤマハ発動機

27 　田中　将秀 スズキ

28 　岩﨑　竜一 富士宮スキー協会

29 　服部  寛 ヤマハ発動機

30 　吉田　昌伸 スキー御殿場

31 　足立  卓彦 ローカス

32 　山本　浩也 富士市スキー協会

33 　石川　賢治 静岡県スキー技術研究所
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国体予選　　　　　（１月8日）

クロスカントリー　クラシカル

少年男子 ５ｋｍ 《BIB　緑数字》

BIB.NO 氏　　名 所　　属 スタート時刻 ゴール時刻 タイム 順位

101 青木　颯汰 富士市スキー協会

102 青木　大翔 富士市スキー協会

県選手権大会 (１月9日）

クロスカントリー フリー

男子 １０ｋｍ 《BIB　緑数字》

BIB.NO 氏　　名 所　　属 スタート時刻 ゴール時刻 タイム 順位

101 青木　颯汰 富士市スキー協会

102 青木　大翔 富士市スキー協会
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