
「アルペン競技会Ⅰ」           ２０１８．１．４（水） 

Ⅰ-1 全国中学校スキー大会県予選会（SL） 

Ⅰ-2 小学生記録会①(SL） 

追加行事 高校生記録会:SL 

大会本部：センターハウス２階(ポコアポコ) 

< タイムスケジュール > 

※ 天候等により競技が 1 本の場合があり､スタート位置の変更等があります。 

 

１５：００   役員集合 

   ・機材確認、役員配置説明 

 

１５：２０   監督会議 センターハウス２階 

   ・ゼッケン配布(リフト乗車代金と交換とします) 

                リフト料金 2 日間=￥3,000 1 日間=￥2,000 

 

１６：１５   開会式  センターハウス２階 

 

◎ 愛知県役員側 一般乗車内でポールの機材等を準備する。 

              注）乗車の際は､必ず役員ベストを着用の事 

◎ スキー場側 スキー場側リフト乗車終了 １６：３０ 

                                            最終一般客滑走終了予定 １７：００ 

                        ゲレンデ圧雪・整備 １７：３０ ・コース整備・安全確認 

注）天候･積雪量等にて時間の変更があります。 

 

１７：３０   役員・選手リフト乗車  （第１グワッド乗車：アトリウムゲレンデ滑走） 

   ・コースオープン  小学生男女：２３名 

            中学生男女：２９名 (高校生男女：２７名) 

                                                     合計：５２名 （７９名） 

    ※選手は､上部で役員の指示で約 20 秒間隔 1 人 1 本滑走する。 

    ※役員は､大会準備に為事前に各配置位置に準備待機する。 

 

１８：１０   ＳＬ コースポールセッティング  

※ アトリウム･ゲレンデ 中間部スタート～下部リフト乗り場上部 

（スタート台事前準備あり）   役員配置：役員コース整備・安全確認 

１８：３０   ＳＬ コースインスペクション 

18:30～50 小学生男女共 

18:35～55 中学生男女共 （高校生男女共） 

入場制限 各ｸﾗｽ 10 分後 

１９：００   「ＳＬ：1 本目」 

19:00 前走スタート（２名予定） 

注）前走者人数に応じてスタート時間を調整する。 

19:05 選手スタート（30 秒間隔） 

            小学生男女：２３名、中学生男女：２９名 (高校生男女：２７名) 

                                                     合計：５２名 （７９名） 

19:45 1 本目競技終了予定 

１９：５０   「ＳＬ：２本目」 

※ 1 本目と同一セットにて競技を実施する。 

※ 1 本目失格者以外の選手は全員 2 本目にも出場できる。 

19:50  前走スタート（２名予定） 

注）前走者人数に応じてスタート時間を調整する。 

 19:55 選手スタート（25 秒間隔） 

            小学生男女：２３名、中学生男女：２９名 (高校生男女：２７名) 

                                                     合計：５２名 （７９名） 

２０：４５            20:45 2 本目競技終了予定 

                 注：競技進行に応じて、タイムスケジュールの前倒しをする場合があります。 

      

翌日 1 月５日(木)１５：３０頃～ 表彰式／選考会 スキーセンター２F：場内アナウンス 

 



「アルペン競技会Ⅰ」           ２０１８．１．５（木） 

Ⅰ-1 全国中学校スキー大会県予選会（GSL） 

Ⅰ-2 小学生記録会①(GSL） 

追加行事 高校生記録会:GSL 

大会本部：センターハウス２階(ポコアポコ) 

< タイムスケジュール > 

※ 天候等により､スタート位置の変更等があります。 

 

１５：００   役員集合 

   ・機材確認、役員配置説明 

 

１５：２０   監督会議 センターハウス２階 

   ・ゼッケン配布(リフト乗車代金と交換とします) 

                リフト料金 2 日間=￥3,000 1 日間=￥2,000 

 

１６：１５   開会式  センターハウス２階 

 

◎ 愛知県役員側 一般乗車内でポールの機材等を準備する。 

              注）乗車の際は､必ず役員ベストを着用の事 

◎ スキー場側 スキー場側リフト乗車終了 １６：３０ 

                                            最終一般客滑走終了予定 １７：００ 

                        ゲレンデ圧雪・整備 １７：３０ ・コース整備・安全確認 

注）天候･積雪量等にて時間の変更があります。 

 

１７：３０   役員・選手リフト乗車 （第１グワッド乗車：アトリウムゲレンデ滑走） 

   ・コースオープン  小学生男女：２３名 

            中学生男女：２９名 (高校生男女：２７名) 

                                                     合計：５２名 （７９名） 

    ※選手は､上部で役員の指示で約 20 秒間隔 1 人 1 本滑走する。 

    ※役員は､大会準備に為事前に各配置位置に準備待機する。 

 

１８：１０   ＧＳＬ コースポールセッティング  

※ アトリウム･ゲレンデ  上部～下部リフト乗り場上部（スタート台なし） 

                  役員配置：役員コース整備・安全確認 

１８：３０   ＧＳＬ コースインスペクション 

18:30～50 小学生男女共 

18:35～55 中学生男女共 （高校生男女共） 

入場制限 各ｸﾗｽ 10 分後 

１９：００   「ＧＳＬ」 

19:00 前走スタート（２名予定） 

注）前走者人数に応じてスタート時間を調整する。 

19:05 選手スタート（30 秒間隔） 

            小学生男女：２３名、中学生男女：２９名 (高校生男女：２７名) 

                                                     合計：５２名 （７９名） 

19:45 競技終了予定 

 

                 注：競技進行に応じて、タイムスケジュールの前倒しをする場合があります。 

      

 

競技終了後  表彰式／選考会 スキーセンター２F：場内アナウンス 

 

 

 

 

 

 

 



 

【ジャイアントスラローム・スラローム競技役員】 

 

大会会長  宮澤 市郎 大会副会長 村瀬 孝幸 総務本部長 坂井田 賢一 
総括責任者 一柳 達幸 
 

R・C ジュリー 
競 技 委 員 長  ウイングヒルズ 
コ ー ス 係 長  福島 秀幸 
旗 門 審 判 係 長  谷口 俊一 
計 時 計 算 係 長  ウイングヒルズ 
セ ク レ タ リ ー  一柳 達幸 
ポイント計算員   三宅 秀和 南木 好司 

技 術 代 表   高橋  稔   
 
主 審  吉田 茂男  
 
 

 
 
 
技術代表 
高橋  稔  

   
競技委員長 
  ウイングヒルズ 
  
主  審 
 吉田 茂男  
 
スタート審判 
 一柳 達幸 
 
フィニッシュ審判 
 久野 祐司 
 
セクレタリー 
 一柳 達幸 

 
コースセッター長 
 吉田 茂男(兼務) 
 
コースセッター  
 吉田 茂男(兼務) 
  福島 秀幸(兼務) 
  
  
  

コース係長兼主任 
  福島 秀幸 

  
コース係  
  福島 秀幸(兼務) 
  高体連関係者（5 名） 
  父兄･ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ 

ゴール後の選手 
   
 
圧雪係 

ウイングヒルズ 
パトロール隊 

前走主任 
  澤田 安利(兼務) 
前走 
  愛知県等 
旗門審判係長兼主任 
  谷口 俊一 
   
旗門審判係 
  一柳 達幸(兼務) 

高橋  稔(兼務) 
吉田 茂男(兼務) 
谷口 俊一(兼務) 
福島 秀幸(兼務) 
久野 祐司(兼務) 
青山 和忠 
安川  敢 
吉永  眞 

  高体連関係者（5 名） 

計時計算係長    ウイングヒルズ 
スタート係     ウイングヒルズ 
スタート点呼係   澤田 安利 
フィニッシュ係   ウイングヒルズ 
電気計時係     ウイングヒルズ 
手時計係       
掲示係       三宅 秀和 
          南木 好司 
          (ｺﾞｰﾙｴﾘｱ関係) 

澤田 安利(兼務) 
（ｽﾀｰﾄｴﾘｱ関係） 

          三宅 秀和（兼務） 
          南木 好司(兼務) 
          (本部関係) 
    
庶務係長      ウイングヒルズ 
庶務係       ウイングヒルズ 
放送係       ウイングヒルズ 
救護係       ウイングヒルズ 
ビブ回収係     保護者・ｻﾎﾟｰﾄｺｰﾁ 

選手 
 

会場係       ウイングヒルズ 
 

ポイント計算委員 
（大会終了後）   ウイングヒルズ 

三宅 秀和(兼務) 
南木 好司(兼務) 

           
           

 
 

 

 

 



選手ならびコーチ･父兄への伝達事項 

 

注）天候・積雪量等の関係で各種内容に変更が有る場合が有りますので宜しくお願い致します。 

 

愛知県スキー連盟 アルペン・ジュニア部 

 

「大会コースについて」 

・大会は､一般客の滑走終了後に圧雪･整備が完了後でナイターレースとして実施します。 

・ゲレンデ内の安全確保の為､大会用にスキー場側が部分的にネットやマット等の設置を準備します。 

・ナイターレースの為､視界が悪い可能性がありますので視界確保の為ゴーグルレンズ色に各自注意を願います。 

・大会コースは､夏季営業(人工マット滑走部)のアトリウムゲレンデとします。 

・ＳＬ種目の大会ゲレンデは､中間部より下部リフト乗り場上部付近までとします。 

   注）ＳＬ種目には､スタート台を設置する。（天候･積雪量等にて設置できない場合は上部に変更します） 

・ＳＬ種目は､2 本制を採用し、ＧＳＬ種目については 1 本のみとします。 

・ＧＳＬ種目の大会ゲレンデは､上部リフト降り場付近から下部リフト乗り場上部付近とします。 

 

「リフト乗車について」 

・大会時使用リフトは､第 1 リフトとし､リフト乗車は係員の指示にて乗車して下さい。 

・第１リフトは､約 6 分の乗車時間ですから時間管理を各自でお願いします。 

・大会時選手･父兄等のリフト料金は､2 日間（￥3,000）・1 日間（￥2,000）とし､ゼッケン配布時にお支払いください。 

・父兄･コーチで大会運営にご協力出来る方は､役員ベストを配布します。 

・リフト乗車時は､選手･コーチ・父兄はゼッケンを着用して下さい。 

・事前コースオープンは､1 人 1 本の滑走でスタート位置の役員の指示にて滑走して下さい。 

 

「センターハウス使用について」 

・大会は､ナイターで行いますが一般客が居る場合が有るますので使用にはご注意してください。 

・大会時は、2 階大会本部(ポコアポコ)にて一般客使用外時間で夕食を提供していただけます。 

        １５：００～１７：３０ カレーライス又はけいちゃん丼（ドリンク付き￥1,000） 

・自動販売機･便所は、通常に使用できます。 

 

「その他」 

・本大会は、ナイターレースの為一般の夕食時間と重なりますので宿泊予約の際は夕食等を考慮して予約を願います。 

・温泉「満点の湯」は､大会期間中延長営業をして頂けます。 

       1 月 4 日(水) ２３：００まで 

       1 月 5 日(木) ２２：００まで  但し、食堂は利用できません。自動販売機･売店は利用できます。 

・大会期間の「満点の湯」の割引券(￥１００割引)をウイングヒルズでいただけます。 

       「愛知県大会参加者」と言って受付にて受け取ってください。 

・一般営業時間は､各自通常にリフト券を購入して下さい。 

・駐車料金は、通常に各自でお支払いください。 

 


