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 期 日       ２０１６年１月１６日（土）１７日（日） 

        主 催       佐賀県教育委員会 （財）佐賀県体育協会 佐賀県スキー連盟 

        主 管    佐賀県スキー連盟 

    後 援    ㈱天山リゾート  

    会 場    天山スキー場 
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新年，おめでとうございます。  

  暖冬の影響が予想以上で，北日本では，昨年末から一時的な雪はあるものの，暖かさでその

雪も解けだし，西日本では，天然雪でのスキー場はオープンができない状況が続いています。

本格的な雪のシーズンを迎えながら，全国のスキーヤーが雪乞いをするほどの状況は，歴史的

にも初めてのことかもしれません。                   そうした中，こ

こ天山スキー場は，１１月半ばのオープンから雪作りの努力をされ，佐賀県内外のウインター

スポーツファンを楽しませてくれています。 

決して気まぐれとも言いきれないここ数年の気候変化ですが，自然の厳しさや恩恵を感じな

がら．雪や寒さをスポーツや楽しみに変えた先人の知恵や工夫に感謝し，環境を守り，維持し

ていきことの大切さを痛感しているところです。 

  ここに，４１回を数えるこの県民体育大会は，「ウインタースポーツの祭り」として，県民

の誰もが参加でき，タイムの競いあいで，自己のスキーレベルの確認にもなっています。生涯

スポーツが叫ばれる中，２０２３年には佐賀国体の開催も決まり，体力，健康作りの意識だけ

でなく，競技スポーツへの関心も高まっています。 

その中でも異彩を放つスキー・スノーボード競技。自然条件の変化，スピードへの挑戦，技

術の難しさといった特性があります。自然の美しさや移り変わる姿，人との交流の中で我々が

見つけ出してきた楽しみを多くの県民に広めていきたいものだと思っています。 

さて，昨年度の国体は，尾瀬岩鞍で開催されました。目まぐるしく変わる天候や独特の地形

等の状況の中，出場選手は郷土の期待を背負い，自らの持てる力を十分に発揮してくれました。

雪国のトップ選手との差を縮めようと，各自の目標を設定し挑み，九州各県の中では上位の成

績を収めました。 

競技部では，今シーズンも暮れに，北海道ニセコモイワスキー場にて強化合宿を行い，競技

力アップを図ってきました。数年来，競技者不足を課題に挙げ，普及活動や技術力の向上にも

努めています。 

 今回も国体予選会として，本戦をめざし，激しい争いが繰り広げられます。オフシーズンの

陸上トレーニングから雪上へと，選手達は，自らの体力，技能の向上に努力を重ねて，大会に

臨んでいることでしょう。悔いることのないよう全力を尽くして欲しいと願っています。 

   最後になりましたが、数日前よりこの大会にむけ，ゲレンデを整備して頂き， 

ご支援をいただいている天山リゾートスキー場の関係者に感謝するとともに， 

後援をいただいている方々、並びに、競技役員のみなさまに厚く御礼を申し上げます。 



大会会長 佐賀県スキー連盟会長
大会副会長 財団法人佐賀県体育協会会長

佐賀県教育長
大会顧問 佐賀県文化・スポーツ部スポーツ課長

財団法人佐賀県体育協会理事長
大会委員長 佐賀県スキー連盟理事長
大会副委員長 佐賀県スキー連盟副会長

【 競 技 役 員 】

ｼﾞｭｰﾘｰﾒﾝﾊﾞｰ コース係長 －－ セッター・コース全般 長野 誠道 武雄ＳＣ
【組織委員】 セッター補助（ポール運搬）・コース整備 清水保穂 長崎
技術代表 セッター補助　・コース整備 新井仁美 ＳＳＳＣ
　松永　茂 セッター補助（ポール運搬）・コース整備 緒方和裕 県庁ＳＣ

セッター補助（ポール運搬）・コース整備 高名郁弥 JrSC
競技委員長
　松尾　正道

スタート係長 －－ スタート審判長/スタート有線 本山道夫 武雄ＳＣ
主審 スタート補佐・点呼 立川真由美 ＳＳＳＣ
　石橋　 幸治

旗門審判係長 －－ （＊旗門不通過確認）コース全般 加藤 領治 武雄ＳＣ
スタート審判 旗門員　①　（ポール運搬） 岩本 JrSC
　本山　道夫 旗門員　②　フラッグ付け 高木雄二 長崎

旗門員　③　フラッグ付け 吉岡良英 天山
フィニッシュ審判 旗門員　④　フラッグ付け 吉松修司 県庁SC
　峯　 　孝廣 旗門員　⑤　フラッグ付け 諸永浩文 天山SC
　立石　光司 旗門員　⑥　ポールＮｏしおり付け 福盛湧基 佐大ＳＣ

旗門員　⑦　（ポール運搬） 三宅逸輝 佐大ＳＣ
旗門員　⑧　青　マーカー付け 石元麻耶 佐大ＳＣ

セッター 旗門員　⑨　（ポール運搬） 岩本　浩 天山
　長野　誠道

ゴール（＊旗門不通過確認） 松本昭秀 長崎

計時計算係長 －－ 電計　 主任 立川  栄 ＳＳＳＣ
電計　 副主任 馬渡　敏明 武雄ＳＣ
パソコン入力 横曾根雅仁 SSSC

1月16日 ※SLｽﾀｰﾄ　加藤領治　
※SL計測　松尾正道・馬渡敏明

セクレタリー －－ ﾀｲﾑ記録記入/受付ビヴ渡し 田中　美穂子 ＳＳＳＣ
（田中　美穂子） 仮掲示 佐田　久子 武雄ＳＣ

仮掲示
大会アナウンス/受付ビヴ渡し 加藤　美穂 武雄ＳＣ

リフト係（中間） 天山
リフト係（上段）

ビブは閉会式で回収 ビブ回収/受付ビヴ渡し 加藤　美穂 武雄
駐車小屋 天山

大会役員

松永　茂
石橋　幸治

峯　孝廣
山口祥義
古谷　宏
原　恒久
東島　敏隆



第71回国民体育大会スキー競技佐賀県予選会
第53回全国中学校ｽｷｰ大会佐賀県予選会

　 第65回全国高等学校ｽｷｰ大会佐賀県予選会

競技タイムスケジュール 佐賀県スキー連盟

役員打合せ完了６：２０
＊借用機材
ポール40本、電計一式（ケーブル２個）

②スタート 放送機材（ワイヤレスマイク２本・スピーカ２台）
　(スタートテント設置２張) 机・受付 １，ゴール２、椅子・受付け２、ゴール４

スコップ2、・電気コード１
③コースセット スタート台、ゴールポスト
　　フラッグ取り付け スタートコード引き込みパイプ
　　番号札セット
　　マーカー（青）
④旗門員配置
　　旗門チェック表 　　　ﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ
⑤ゴール設置
　　テント・ｺﾞｰﾙﾌｪﾝｽ
　　電計・仮掲示 　　 ６：４５ ※フリー滑走（15分間　1本）
⑥集計セット ﾌﾘｰ滑走後ｾｯﾄ開始７：００ ※シングルセット
　　ＰＣ入力、順位検索　
　　　　（リザルト印刷）
⑦賞状・ﾒﾀﾞﾙ等準備
  (ﾌｫｰﾏｯﾄ準備、浄書）

※スタート係は点呼を行いゴールへ報告

※前走はTDへコース状態報告

※旗門ｾｯﾄは、国体選考を照準とし、
　他クラスも準じ、ｾｯﾄ変更はしない。 ①少年女子・男子（ＧＳ） 71回国体予選会
※旗門審判係長はコース整備しながら ②一般ＡB　女子・男子（ＧＳ71回国体予選会
チェックリストを主審へ渡すこと。 ③高校女子・男子（ＧＳ） 65回全高予選会

④中学女子・男子（ＧＳ）※ 53回全中予選会
⑤小学女子・男子（ＧＳ）※ 県民体育大会
⑥長崎県国体予選会（ＧＳ）

終了後　　コース整備完了

※ｽｷｰ場営業開始
10:00

※後片づけ終了後 １０：３０ 閉会式（レストラン奥）
理事会（レストラン） 表彰：　賞状・メダル授与
候補選手選出会議

※国体候補選手発表・打ち合わせ

①競技役員集合
６：００ 天山スキー場

2016年1月17日

前走スタート

※機材撤収
コース整備完了

８：００

　　ｽﾀｰﾄ台・ｽﾄｯｸ台　　　　　　　ｽﾀｰﾄ電計

役員旗門員配置完了 ７：４０

選手入場　　

受付け・ビブ配布

 役員乗車 ６：３０

６：３０

８：１５

競技終了

コースインスペクション開始

コースインスペクション終了

６：４０

９：００

８：２０ 競技開始



高校総体・全中予選　SL

種目 S L 高校生女子 兼　高校総体予選会

ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ1(sec) ﾀｲﾑ2(sec) Tﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 1 田中　　希 佐賀清和高１
2 2 山中　夕奈 致遠館高２

種目 S L 高校生男子 兼　高校総体予選会
1 3 吉丸　大貴 鹿島高１
2 4 竜田　　光 龍谷高３

種目 S L 中学生女子 兼　全国中学校大会予選会

ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ1(sec) ﾀｲﾑ2(sec) Tﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 17 高名　まや 福教大附属中１
2 18 田中くるみ 佐大附属中２

種目 S L 中学生男子 兼　全国中学校大会予選会
1 19 中森麟太郎 相知中２

種目 ＳＬ 小学生女子 ※オープン競技

ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ1(sec) ﾀｲﾑ2(sec) Tﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 20 中森日向子 相知小４
2 21 中森　菖子 相知小６
3 23 岩本　真優 長崎山里小４

種目 ＳＬ 小学生男子 ※オープン競技

ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ1(sec) ﾀｲﾑ2(sec) Tﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 24 立川　遼太 高木瀬小６
2 25 古賀　颯太 高木瀬小５



種目 ＧＳ 前　走
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属クラブ ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考

0
0

種目 ＧＳ 後　走
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属クラブ ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考

0
0

国民体育大会予選（A)県民体育大会（B)　GS
種目 ＧＳ 少年女子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 1 田中　　希 佐賀清和高１ 0
2 2 山中　夕奈 致遠館高２ 0

種目 ＧＳ 少年男子
1 3 吉丸　大貴 鹿島高１ 0
2 4 竜田　　光 龍谷高３ 0

種目 ＧＳ 一般女子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属ｸﾗﾌﾞ（勤務） ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 5 武富　京子 武雄SC 0 A 
2 6 松尾　野菜 武雄SC（佐賀大学） 0 A

種目 ＧＳ 一般男子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属ｸﾗﾌﾞ（勤務） ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 7 田中　聖二 佐賀県庁SC 0 A
2 8 吉丸　賢次 佐賀大学SC　（太良高校） 0 A
3 9 弟子丸慎一郎佐賀スノーSC（悠心堂） 0 A
4 10 加藤　　建 清水建設 0 A
5 11 春川　幸作 佐賀スノーSC（フジコー） 0 A
6 12 岡本　和也 佐賀スノーSC（久留米高専） 0 A
7 13 原口　大祐 佐賀県庁SC　 0 B
8 14 隈本　昭治 佐賀県庁SC　 0 B
9 15 江上　宣泰 佐賀大学SC(IRﾊｳｽﾃｸﾆｶ西九州) 0 B
10 16 王丸　佑介 佐賀県庁SC 0 B
11 17 白石　朋弘 佐賀スノーSC 0 B

種目 ＧＳ 中学生女子 兼　全国中学校大会予選会
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 18 高名　まや 福岡教育大附属中１ 0
2 19 田中くるみ 佐賀大附属中２ 0

種目 ＧＳ 中学生男子 兼　全国中学校大会予選会
1 20 中森麟太朗 相知中２ 0

種目 ＧＳ 小学生女子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 21 中森日向子 相知小４ 0
2 22 中森　菖子 相知小６ 0
3 23 江上　知里 佐賀大付属小３ 0

種目 ＧＳ 小学生男子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 24 岩本　真優 長崎山里小４ 0
2 25 立川　遼太 高木瀬小６ 0 Jr教室
3 26 古賀　颯真 高木瀬小５ 0 Jr教室

高校総体予選　GS
種目 G S 高校生女子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 2 山中　夕奈 致遠館高２ 0
2 1 田中　　希 佐賀清和高１ 0

種目 G S 高校生男子
1 4 竜田　　光 龍谷高３ 0
2 3 吉丸　大貴 鹿島高１ 0

前走１

後走１

前走２

後走２



種目 ＧＳ 前　走
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属クラブ ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考

0
0

種目 ＧＳ 後　走
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属クラブ ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考

0
0

第７１回　国民体育大会長崎県予選　GS・SL
種目 ＧＳ 一般男子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 所属ｸﾗﾌﾞ（勤務） ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 91 西　　拓郎 長崎スノースポーツクラブ 0
2 92 星野　　努 長崎スノースポーツクラブ 0
3 93 南　　克寛 長崎スノースポーツクラブ 0
4 94 小倉　　勉 長崎スノースポーツクラブ 0
5 95 八並　朋之 長崎スノースポーツクラブ 0
6 96 池田俊之介 長崎スノースポーツクラブ 0
7 97 松尾　幸祐 長崎スノースポーツクラブ 0
8 98 弟子丸　千春佐賀スノースキークラブ 0
9 99 向井　加奈 長崎スノースポーツクラブ 0 open
10 101 向井　　彩 長崎スノースポーツクラブ 0 全中
SL 101 向井　　彩 長崎スノースポーツクラブ 0 全中

前走１
前走２

後走１
後走２
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        ２０１６ 第４０回県民体育大会   第７１回 国体予選会 （2016/1/16,17） 

 

１／１６（土）  本部役員集合   １７：３０    ※１８：００ スキー場との打ち合わせ 

              役員集合     １８：００ 

               役員会議（担当別） 

                 （１）旗門員係 （係長 加藤 領治） 

                  ①用具・フラッグ数確認（赤・青 ２４旗門分） 

                                        ・ポール運搬準備（本数確認１２×赤，青） 

（運搬時間：ﾊﾟﾄﾛｰﾙと打ち合わせ） 

                                        ・旗門通過表等確認（通過記録表・筆記具） 

                                        ・マーカー準備（青）・・スプレー 

 

                                  ②確認 ・通過確認       

                                         ・不通過者への指示（確認ライン：両足、両ｽｷｰ先端） 

                                         ・不通過者の記録（Ｄ） 

                                         ・不通過者へ，棄権の確認と指示 

（ビﾌﾞを外し，ｺｰｽ外滑走ｺﾞｰﾙを不通過） 

                                         ・係長への連絡（係長は随時回収、無線等でも連絡） 

                                         ・担当旗門の確認（２～３旗門・・人数に応じて） 

 

③当日の役割確認 

    ・ポールセット補助（運搬） 

    ・フラッグセット（ｾｯﾄ確認：高さ、方向） 

   ・旗門員（通過確認、ﾌﾗｯｸﾞ修整、ｺｰｽ確保）

★ポール撤収（指示後、担当分） 

       ・ポール片付け（色別 10 本束ね） 

       ・フラッグ片付け（乾燥後） 

                                                                                                        

（２）スタート係 （係長 本山 道夫） 

                                ①スタートテント設置（早朝） 

                 ※ｵﾚﾝｼﾞｲﾝｽﾀﾝﾄ ：杭・ヒモ等で固定，ﾌﾞﾙｰｼｰﾄの風よけ（ﾋﾓ）  

②スタート器具  （前日確認） 

                    ・電計確認（作動確認・・模擬で確認を！） 

                                        ・スタートバー（片側のみ）の切れ，バッテリー充電等確認 

                                        ・スタート場所・台設置確認（ｽﾄｯｸ突き） 

                                ③スタート要領 

                                        ・ゴール係とのスタート動作確認 

                                        ・選手とのスタート要領確認 

                                        ・スタート間隔（３０秒） 

                ④再スタートの受付と連絡（選手№，理由，どの時点で再走か等） 

                ※ 電計ドラムコードのセット 

                    ・コードセット場所確認 （ﾘﾌﾄ小屋より引き込み） 

                    ・セットは山頂から。回収は，麓から。（長靴などで） 

                    ・コードの端，接続部分をビニール大袋等で保護。 
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                 （３）ゴール係     （係長 立川 栄） 

①ゴールテントセット確認 

                   ・設置場所（右側・左側），設置時間，メンバーの確認 

・電源確保の確認（電源ドラムコードの準備） 

                   ・ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ風よけ等視界確保 

                   ・ゴールネット・ゴールエリア不侵入フラッグセット 

                                ②ゴール記録 

                                      ・電計確認（センサー作動確認、電池充電） 

                                      ・ストップウオッチ準備（ＳＬ手動用 ３個） 

                                      ・ゴールライン確認（赤ラインを引く） 

                                      ・無線機確認（電池） 

                   ・記録紙，インク確認（寒冷状態で確実な印字を） 

                   ・ブロック別など，前走時には確定しチェックを） 

                ③ ゴール記録要領確認 

                                      ・ストップウオッチ動作（スタート・ゴール） 

                     （ゴール側から 10 秒前、５，４，３，２，１，よし！） 

                                     ・無線機動作要領 

・ 記録報告 

                                ④ 記録要領 

                                      ・記録の取り方（複数・平均もしくは遅い方の記録） 

                                      ・記録伝達の手順（記録紙の一定保存） 

 

                 （４）招集・点呼係  （立川 真由美） 

                               ①スタート地点での選手点呼要領 

                                     ・出走順確認（リスト・赤鉛筆等準備） 

                                     ・点呼要領確認（出走の領域別点呼・最終チェック） 

                                     ・ＤＳの場合，チェック確認後，スタート係へ伝達 

 

                 （５）セッター係  （係長 長野 誠道 ） 

                               ①コース決定 

                                   ・スタート位置 

                                   ・コースレイアウト（斜度や広さ，うねりを配慮） 

                                   ・旗門間隔確認（インターバル※Ｒ35：旗門間距離） 

                               ②セット用具確認 

                                   ・ドリル（充電確認・準備・予備電源充電） 

                                   ・ポール等確認（本数・破損状況等，旗門員，運搬係との確認） 

                                   ・セットチャック準備 

                                   ・マーカー確認（青スプレー） 

・旗門№ﾌﾟﾚｰﾄ準備（ｱｳﾄﾎﾟｰﾙ外に） 

                               ③セット主任、補助等分担確認 

                  ・イン・アウトポール分担 

                                   ・フラッグセット要領 

                ④ジュリー滑走 （インスぺ前に）  
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                  （６）コース係    （係長 長野 誠道） 

                              ①コース整備の要領 

                                  ・コース整備時間 （インスぺクション後，前走迄・ｶﾃｺﾞﾘｰ変わり目等） 

                                  ・荒れた場合の整備要領確認（埋めるより削るが基本，固まりを取り除く） 

                 ・積雪不足の場合，土が露出しないようコース外より補充。 

                              ②コース確保 

                                  ・落下物等排除（選手の道具，障碍となる自然物等） 

                                  ・荒れた状況のチェック（旗門員，コース係で協力し公平条件を確保） 

                                  ・競技中の待機位置取り（旗門のターン内側を厳守） 

（ｽｷｰ板は，完全に壁側に！ｹﾞﾚﾝﾃﾞ内放置禁止） 

                  （７）記録係        （係長 馬渡 敏明）    

                              ①記録シート準備 

                 ・記録表（発走順入力確認・記録計算式等確認） 

                                  ・声に出し，数人でチェックを！ 

                              ②パソコン入力関係 

                                  ・パソコン確保 

                                  ・プリンター等設置 

                                  ・電源確保（ドラム・コンセント）（雨天等保護シート確保） 

                              ③成績表準備 

                 ・ＴＤサイン（松永直筆） 

                 ・コース状況（標高差 80・コース長 600・平均斜度 15・温度，湿度） 

                                   

                   （８）記録掲示係  （係長 田中 美穂子） 

                              ①エフ作成（発走順（ビブ№， 氏名記入・・・前日までに） 

                              ②掲示板確認（設定場所，方法確認） 

                              ③当日作業確認 

                                    ・記録確認 

                                    ・記録記入（エフに） 

                                    ・掲示板へ設置 

                                    ・エフ回収（表彰式後も保管、抗議対応） 

 

                   （９）審判係    （係長 石橋 幸治） 

                             ①ＤＳ（ﾄﾞﾝﾄｽﾀｰﾄ）・Ｄ（ﾄﾞﾝﾄｸｵﾘﾌｧｲ）・ＤＦ（ﾄﾞﾝﾄﾌｨﾆｯｼｭ）の確認 

                             ②再スタート等抗議受付，確認、処理 

                             ③その他 競技上の問題処理 （インスペクション違反への指導，判定） 

                

                   （１０）その他  （ゴール係を中心に） 

                             ①テント設置・・・・・・記録係・旗門員 

                                    ・運搬 

                             ②ビブ準備、確認・・・・・・旗門係用教育部黄色メッシュ 

                             ③ゴールエリア設定 

                                    ・ネット              ・・・ゴール係 

                                    ・ゴールゲート           ・・・ゴール係 

                                    ・小旗（ゴール後、不侵入エリア確保）・・・ゴール係 
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                             ④本部テーブル            ・・・ゴール係、記録係 

                             ⑤受付テーブル・・・・・・・受付係（入金確認と徴収のリスト） 

                             ⑥無線機（乾電池）（配布者チェック：回収治確認）・・・理事長 

                             ⑦タイムスケジュール掲示（選手周知用）・・・競技本部長 

・ 手動の場合のスタート説明 

                

   表彰式 

① 開式           １０：３０       （競技副部長 馬渡敏明） 

② 成績発表         １０：３１       （競技部長 松尾正道） 

③ 表彰       １０：３５  

                   ・国体予選 一般 （男女・少年男女） 

                         高校   ・（インターハイ予選ＧＳ・ＳＬ） 

                               中学  ・（全中予選ＧＳ・ＳＬ）     

                               小学  ・（Ｊｒ教室参加者を含む） 

④ 講評                         （理事長 松永 茂） 

⑤ 会長挨拶                      （会長 峯 孝廣） 

             ⑥諸連絡             

             ⑦閉式              １１：００ 

 

※賞状印刷・・・・（用紙準備・印刷準備） 

※メダル準備・・・・（事前注文、運搬、支払い処理）・・競技本部長 

    

※国体選手・インターハイ選手・全中選手選考会 

              ①選手選考規定に基づく。 

       ②ポイント制とはいえ，本予選会の順位を重視する。 

          ③選考は，閉会式前後に開催する理事会で候補者をあげ、閉会式後選手に打診する。 

       ④団長及び監督，引率団についても同じ。 

       ⑤選手，役員への派遣書の準備（理事長） 

       ⑥選手の所属する学校および職場への交渉を，後日行う。（全中の学校訪問） 

       ⑦大会参加申請，旅行行程，手段，費用等については，理事長や連盟経理部と相談しながら 

        引率者が確実に処理する。（可能な限り日程表、予算書は事前に経理へ連絡のこと） 

       ⑧大会引率行程は，福岡発着を原則とする。（集合，解散・・・高校生以下の確実な掌握を） 

       ⑨引率者は，安全確保が最大の責任であり，公共交通機関の利用を原則とする。 

       ⑩引率者は，選手の健康面の管理・監督会議・道具規定・練習計画・当日の日程やサポート 

        体制など責任，役務が多いので，可能な限り連盟全体で支援する。 

       ⑪選手は，費用など自己負担も強いられるが，県や連盟の代表であることの認識を。 

        



 

 

         佐賀県民体育大会 

第７１回 国民体育大会スキー競技会 佐賀県予選会要項 

第５３回 全国中学校スキー大会 ・ 第６５回 全国高等学校スキー大会 佐賀県予選会要項 

１．主催 佐賀県教育委員会・（財）佐賀県体育協会・佐賀県スキー連盟 

２．主管 佐賀県スキー連盟 

３．後援 （株）天山リゾート 

４．期日 ２０１６年 １月１７日（日） 

５．会場 佐賀県天山リゾートスキー場 

６．実施要項 

 （１）日程 ２０１６年１月１７日（日） 6:00 役員集合 

                                        6:30 受付 ・ ビブ配布 （天山リゾートスキー場特設受付） 

                                        6:45-7:00  フリー滑走（15 分間 1 本） 

                                        7:40-8:00 コースインスペクション 

                                        8:10 スキー競技開始（ＧＳＬ）          
                                       10:30 閉会式 （天山リゾートスキー場レストラン） 

（２）競技種目  ジャイアントスラローム 
（３）競技種別  一般の部   A クラス 男子・女子 B クラス 男子・女子   
                  少年の部   （高校生・中学生３年）男子・女子 

                  ※ 全高予選会 高校生 全中予選会 中学生   
※オープン種目として 小学生の部 （Jr 教室参加者を含む） 

（４）参加資格 2016 年度 佐賀県スキー連盟及びＳＡＪ登録者、または現住所・勤務地が佐賀県内に 

                ある者、出身高校所在地が佐賀県内にある者。 

（５）参加申込  

  ２０１５年１２月３１日迄に、下記宛に現金書留及び FAX、メール・銀行振り込みにて必着のこと。 

                （クラブ登録者は、クラブ代表がまとめて申し込む） 

   ※申込先 〒849-5261  伊万里市松浦町桃川５５６０－１ 

                  松尾 正道 宛 TEL・ＦＡＸ ０９５５－２６－２３０１  

              大会受付メールアドレス（佐賀県スキー連盟競技部大会事務局） 

                   mazo-lastrada @ h6.dion.ne.jp 

（６）参加費 一般、3.000 円・少年 2,000 円（中３以上高校生以下）・中学生 1.000 円・小学生 500 円  

              ※Jr 教室参加者は、教室参加費用に含める。 
※申し込みを受理した者については、理由を問わず、参加費を徴収します。 

              振込先 ゆうちょ銀行 １７７８０  総合口座  ９８１３８４１ 

               佐賀県スキー連盟  松尾 正道 

 

（７）出走順  前年度までの成績を基準に、抽選にて決定する。 

（８）競技規則 ＳＡＪ競技規則を準用する。ただし本大会に定めた規則が優先する。 
A クラス（国体予選会参加者）は、規定のスキー長、及びレギュレーションを厳守。 

 

（９）表彰   ①入賞者は、クラス別に賞状およびメダルを授与する。 

                ②一般 A クラスの部、及び少年の部１～３位には、国体出場のポイントを与える。 

                ③少年の部（中、高校生）は、全国中学校・高等学校大会参加のポイントを与える。 

 

（１０）その他 ①出場者は、傷害保険の加入・ヘルメットの着用を厳守する。 

                ②競技中の事故については応急処置を行うが、その責任及び以後の責任は負わない。 

        ③大会の中止決定は、２０１６年１月１６日正午、現地にて行う。 

                ④現地大会本部は、「天山リゾートスキー場」内に設置する。 



第５３回 全国中学校スキー大会    （2.2-6北海道富良野）                 

及び 第６５回 全国高等学校スキー大会（2.4-8青森県大鰐） 

佐賀県予選会（ＳＬ）要項 

１．主催 佐賀県教育委員会・(財)佐賀県体育協会・佐賀県スキー連盟 

 

２．主管 佐賀県スキー連盟 

 

３．後援 (株)天山リゾート 

 

４．期日 2016年1月16日(土) 

 

５．会場 天山リゾートスキー場 

 

６．実施要項 

 （１）日程  2016年1月16日(土)    7:30 受付・ビブ配布（スキー場内） 

                                     8:00 フリー滑走（ウオーミングｱｯﾌﾟ） 

                 8:20 コースインスペクション（SL） 

                     9:00 競技開始（SL） 

                    10:00 結果発表 

（２）競技種目    スラローム 

 

 （３）参加資格 ①2016年度 佐賀県スキー連盟及びSAJ登録者。（高校生は競技者登録も必要とする） 

         ②佐賀県内の中学校または高等学校に在籍する生徒であり、転校後6ヶ月以上経過している 

者。(ただし、一家転住による転校に関しては除外する) 

         ③以上の2点において該当し、かつ県予選及び各全国大会出場に関し保護者の同意が得られ 

ている者。 

 

 （４）参加申込 2015年12月27日(日)までに、下記あてに申し込むこと。 

         〒849-0501 杵島郡江北町山口3603-1 吉丸賢次   

  

（５）出走順  佐賀県スキー連盟競技部で抽選を行う。 

 

（６）競技規則 SAJ競技規則を準用する。 

 

（７）その他  ①出場者は、傷害保険の加入・ｸﾗｯｼｭﾍﾙﾒｯﾄの着用を義務付ける。 

        ②競技中の事故については、応急処置を行うが、その責任及び以後の責任は負わない。 

        ③大会の中止決定は、2016年1月16日(土)7：00、現地にて行う。 

        ④天山リゾートスキー場内に現地大会本部を設置する。 


