
第42回佐賀県民体育大会
    第72回国民体育大会スキー競技会

   佐賀県予選会
 兼     第66回  全国高等学校スキー大会  佐賀県予選会 

第54回 全国中学校スキー大会  佐賀県予選会

選手用

 期 日       ２０１７年１月１４(土)１５日(日)

        主 催       佐賀県教育委員会 （公財）佐賀県体育協会  

佐賀県高等学校体育連盟 佐賀県中学校体育連盟

       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





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
大会顧問 佐賀県文化・スポーツ交流局スポーツ課長

財団法人佐賀県体育協会理事長
佐賀県高等学校体育連盟会長
佐賀県中学校体育連盟会長

【 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・コース整備 清水保穂　ト⑤ 長崎
技術代表 セッター補助（レンチ）・コース整備 弟子丸慎一郎 ＳＳＳＣ
立川　栄 セッター補助（ポール運搬）・コース整備 白石朋弘 ＳＳＳＣ

セッター補助（レンチ） 百崎達生 長崎
競技委員長
　松尾　正道　ト③

スタート係長 －－ スタート審判長/スタート有線 本山道夫　ト⑥ 武雄ＳＣ
主審 スタート点呼・セッター補助（ポール運搬） 高名郁弥 JrSC
　加藤　領治
　松本　昭秀 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　フラッグ付け 高木雄二 長崎
　本山　道夫 旗門員　②　フラッグ付け 古賀雄貴 天山

旗門員　③　フラッグ付け 諸永浩文 天山SC
フィニッシュ審判 旗門員　④　泥搬出 吉松修司 県庁SC
　松永 　　茂 旗門員　⑤　（ポール運搬） 緒方和裕　ト⑦ 県庁SC
　立石　光司 旗門員　⑥　（ポール運搬） 宇野貴哉 佐大ＳＣ

旗門員　⑦　（ポール運搬） 小林寿明 佐大ＳＣ
旗門員　⑧　青　マーカー付け 鹿嶋友貴 佐大ＳＣ

セッター 旗門員　⑨　ポールＮｏしおり付け 栗原信博 JrSC
　長野　誠道　ト④

ゴール（＊旗門不通過確認） 松永　茂 SSSC

計時計算係長 －－ 電計　 主任 立川  栄　ト⑧ ＳＳＳＣ
電計　 副主任 馬渡　敏明　ト⑨ 武雄ＳＣ
パソコン入力 横曾根雅仁 SSSC

1月14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　ト⑩ 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 新井ひとみ ＳＳＳＣ

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 新井ひとみ ＳＳＳＣ
駐車小屋 立川真由美 ＳＳＳＣ

大坪　郁弘
渡瀬　浩介

大会役員

立川　栄
加藤　領治　ト②

松永　茂　ト①
山口祥義
古谷　宏

原　恒久
東島　敏隆



第72回国民体育大会スキー競技佐賀県予選会
第54回全国中学校ｽｷｰ大会佐賀県予選会

　 第66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６：２５
＊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3、・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（青スプレー）
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（1本）
⑥集計セット ﾌﾘｰ滑走後ｾｯﾄ開始６：５５ ※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・成年女子・男子 72回国体予選会
※旗門審判係長はコース整備しながら ②小学生の部　女子・男子 県民体育大会
チェックリストを主審へ渡すこと。 ③長崎県国体予選会 72回国体予選会

④少年の部　高・中女子・男子 県民体育大会
⑤一般の部　女子・男子 県民体育大会
⑥全高・中女子・男子 66回全高予選会

54回全中予選会

終了後　　コース整備完了

※ｽｷｰ場営業開始
9:00

※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

受付け・ビブ配布

 役員乗車 ６：３５

６：３０

８：００

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

８：４５

８：０５ 競技開始(ジャイアントスラローム）

①競技役員集合  ６：００
 天山スキー場

2017年1月15日

前走スタート

※機材撤収
コース整備完了

７：５５

　　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 ７：３５

選手入場　　



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　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 加藤瀬里奈 佐賀東高３ 0

種目 ＧＳ 少年男子
1 2 中森麟太朗 相知中３ 0
2 3 横曽根　真 龍谷高２ 0
3 4 吉丸　大貴 鹿島高２ 0

種目 ＧＳ 成年女子
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

0
種目 ＧＳ 成年男子
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 5 田中　聖二 県庁SC(佐賀中部農林事務所) 0 C
2 6 吉丸　賢次 佐賀大学SC(太良高校) 0 C
3 7 隈本　昭治 県庁SC(鳥栖保健福祉事務所） 0 C
4 8 山﨑　庸弘 県庁SC(佐賀県健康福祉部） 0 B
5 9 春川　幸作 佐賀スノーSC(㈱フジコー) 0 C
6 10 松尾伊茉莉 武雄SC(九州大学工学府) 0 A
7 11 岡本　和也 佐賀スノーSC（久留米高専） 0 C
8 12 竜田　　光 龍谷大学１年 0 A

県民体育大会　GS
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 13 栗原　小桜 塩田小６ 0
2 14 中森日向子 相知小５ 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 15 近藤　陽太 循誘小２ 0
2 16 中西　冬近 芙蓉校(小学部)５ 0
3 17 大串　漣 高木瀬小１ 0 Jr教室
4 18 古賀　禅一 伊万里小３ 0

種目 ＧＳ 少年の部女子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 19 田中　　希 佐賀清和高２ 0
2 20 中森　菖子 相知中１ 0
3 21 高名　まや 福教大附属中２ 0
4 1 加藤瀬里奈 佐賀東高３ 0

種目 ＧＳ 少年の部男子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 22 立川　遼太 城北中１ 0
2 3 横曽根　真 龍谷高２ 0
3 2 中森麟太朗 相知中３ 0
4 4 吉丸　大貴 鹿島高２ 0
5 23 原　功一 附属中１ 0

前走１

後走１

前走２

後走２



種目 ＧＳ 一般の部女子
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

0
種目 ＧＳ 一般の部男子
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 23 廣渡 大祐 県庁SC(佐賀県消防防災課) 0
2 24 真井　浩一 県庁SC(福岡県農林水産部) 0
3 8 山﨑　庸弘 県庁SC(佐賀県健康福祉部） 0
4 7 隈本　昭治 県庁SC(鳥栖保健福祉事務所） 0
5 6 吉丸　賢次 佐賀大学SC(太良高校) 0
6 25 近藤　景一 九重SC 0
7 26 王丸　佑介 県庁SC(佐賀県環境センター) 0
8 27 大庭　忠弘 佐賀スノーSC(大庭医院) 0
9 10 松尾　伊茉莉 武雄SC(九州大学工学府) 0
10 5 田中　聖二 県庁SC(佐賀中部農林事務所) 0
11 12 竜田　　光 龍谷大学１年 0

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 19 田中　　希 佐賀清和高２ 0

種目 G S 高校生男子
1 3 横曽根　真 龍谷高２ 0
2 4 吉丸　大貴 鹿島高２ 0

全中予選　GS
種目 G S 中学生女子
ｽﾀｰﾄ ビブ 選手名 学校名 ﾀｲﾑ(sec) 順　位 備　考
1 20 中森　菖子 相知中１ 0

種目 G S 中学生男子
1 22 立川　遼太 城北中１ 0
2 2 中森麟太朗 相知中３ 0



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72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 90 向井　　彩 長崎スノースポーツクラブ 0 兼全中
2 91 田中　綾愛 長崎スノースポーツクラブ 0
3 92 百崎　剛生 長崎スノースポーツクラブ 0
4 93 百崎　雅生 長崎スノースポーツクラブ 0
5 94 小倉　　勉 長崎スノースポーツクラブ 0
6 95 助村　祐大 長崎スノースポーツクラブ 0
7 96 南　　克寛 長崎スノースポーツクラブ 0
8 97 西　　拓郎 長崎スノースポーツクラブ 0
9 98 松尾　幸祐 長崎スノースポーツクラブ 0
10 99 向井　加奈 長崎スノースポーツクラブ 0 open
11 100 助村　天大 長崎スノースポーツクラブ 0 open
SL 90 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



佐賀県民体育大会

第７２回 国民体育大会スキー競技会 佐賀県予選会要項

第５４回 全国中学校スキー大会 ・ 第６６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 ２０１７年 １月１５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 ２０１７年１月１５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） 

                                        6:45-6:55 フリー滑走（10 分間 1 本） 

                                        7:35-7:55 コースインスペクション 

                                        8:00   スキー競技開始 

                                       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  国体予選会   成年男子 A・B・C 成年女子 A・B 少年男子 少年女子

一般の部    大学生以上 男子・女子 

少年の部    高校生・中学生 男子・女子

小学生の部   （Jr 教室参加者を含む） 

全高・中予選会 高校生・中学生  

（４）参加資格 2017 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  

  ２０１６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 〒840-0202  佐賀市大和町久池井８５８－２ 

馬渡 敏明 宛 TEL 090-3192-0388
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） 

 ｓｓａ５@skisaga.net

（６）参加費 国体予選 2,000 円(少年男女 1,500)・一般 2,000 円

少年 1,500 円・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 １７４００  総合口座  ４３１０３０１１ 

佐賀県スキー連盟  馬渡 敏明 

（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。

国体予選会参加者は、レギュレーションを厳守すること。

（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国体予選会各クラス１～３位には、国体出場のポイントを与える。 

③全高・中予選会出場者には、全国高等学校・中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、２０１７年１月１４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５４回 全国中学校スキー大会及び第６６回 全国高等学校スキー大会

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 201７年1月1４日(土) 
５．会場 天山リゾートスキー場

６．実施要項

 （１）日程  201７年1月1４日(土)  6:30 受付・ビブ配布（スキー場内）

                                 7:00 フリー滑走（ウオーミングｱｯﾌﾟ）

 7:20 コースインスペクション（SL）
 8:00 競技開始（SL）
 9:00 結果発表

（２）競技種目 スラローム

 （３）参加資格 ①2017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 2016年12月31日までに、下記あてに申し込むこと。

         〒840-0202 佐賀市大和町久池井８５８－２ 

馬渡 敏明 宛 TEL 090-3192-0388 
         大会受付メールアドレス（佐賀県スキ連盟競技部大会事務局）

ssa5@skisaga.net 

（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、2017年1月14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。




