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勝木 紀昭
公益財団法人　全日本スキー連盟会長

　第 3 回全日本マスターズスキー技術選手権が、長野県

の白馬岩岳スノーフィールド を舞台に開催されますこ

とを心よりお喜び申し上げます。

　2021 年の第 1 回大会は新型コロナウイルス感染症拡

大の影響によりやむなく中止となりましたが、昨年に第

２回大会が開催され、全国から集まったベテランスキー

ヤーによって熱い試合が繰り広げられました。国内人口の高齢化が進む中、

スキーの技術を極め競うことで積極的にスポーツに参加する方々が増え、健

康と身体の鍛錬に重きを置くマスターズスキーヤーの人口も年々増加して

います。本大会は 40 歳から 70 歳以上の選手が各々の滑走技術を競うもの

であり、今後も多くのスキーヤーの目標となる大会になって行くことを期

待します。本大会出場選手の皆様には、日ごろ培った力と技を存分に発揮

していただき、交流を深めていただけるよう願っております。

　2020 年に拡大した新型コロナウイルス感染症は現在も完全には終息せ

ず、with コロナという新しい生活様式が定着しつつあります。スポーツの

みならず、世界各国の人々の生活や社会にも大きな影響を与えたコロナ禍

に於いて、徹底した感染症対策を施した上で本大会の開催にご尽力いただ

いておりますことに心から感謝を申し上げます。

　本大会の開催にあたり多大なるご尽力を賜りました全ての関係団体、諸

機関、大会関係者の皆様に厚く御礼申し上げ、併せて本大会の成功を祈念し、

ご挨拶とさせていただきます。

～ご挨拶～
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北野 貴裕
公益財団法人　長野県スキー連盟会長

　　「第３回全日本マスターズスキー技術選手権大会」

がここ白馬岩岳スノーフィールドにおいて開催されます

こと、主管県連を代表して心より御慶び申し上げます。

　本大会において、スキー技術に造詣の深い多くの先輩

方が一堂に会し、体得された技術力の優劣を競い合いな

がら、情報交換と相互の交流を深めることによって、新

たな目標に向かってその活動をスタートさせる場になりますようご期待申

し上げたいと存じます。

　申すまでもなくここ白馬岩岳スノーフィールドは、雄大な北アルプスに

抱かれた日本有数のリゾートであり、各種スキー競技会の開催経験を多数

有している県内はもとより、多様な斜面構成に恵まれ、本大会の会場地と

しまして他の追随を許さないトップクラスの環境を持ったスキー場であり

ます。この地において開催されます本大会における成果は、必ずや我が国

スキー界にとって貴重な情報発信の場として大きな影響力を持つものと期

待して止みません。

　参加されます選手の皆様には、持ち前の技術力のみならず経験と予測力

を駆使して総合力の高い滑りをアピールすることによって、スキースポー

ツの持つ本質的な楽しさを発信していただきたいと願っております。

　終わりに、本大会の開催に向けてご尽力いただきましたすべての関係者

の皆様に対し厚く御礼申し上げますとともに、大会成功をご祈念申し上げ

ご挨拶といたします。

第３回 全日本マスターズ
スキー技術選手権大会
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大会役員
大会会長 勝木　紀昭
大会副会長 原田　雅彦、五十嵐　敦、神田　昌幸、宮沢　賢一
大会委員長 白石　博基
大会委員 土田　茂、武井　香樹、富樫　泰一、藤井　宣文、畑中　淳子

組織委員会
会長 （公財）全日本スキー連盟　会長 勝木　紀昭
副会長 白馬岩岳観光協会　会長 中村　　堅

（株）岩岳リゾート　代表取締役社長 和田　　寛
委員長 （公財）全日本スキー連盟　教育本部長 白石　博基
副委員長 （公財）全日本スキー連盟　教育副本部長 土田　　茂

（公財）全日本スキー連盟　教育副本部長 武井　香樹
白馬岩岳観光協会　副会長 切久保公正

委員 （公財）全日本スキー連盟　教育本部理事 富樫　泰一
（公財）全日本スキー連盟　教育本部理事 藤井　宣文
（公財）全日本スキー連盟　教育本部理事 畑中　淳子
（公財）全日本スキー連盟　マスターズ技術選委員長 稲垣　朋宏
（公財）長野県スキー連盟　教育本部理事 西村　基男

競技役員
競技役員名 担当者氏名 所属

技術代表 稲垣　朋宏 SAJ
アシスタント TD 太田　匡彦 SAJ
競技委員長・コーディネーター 西村　基男 岩岳 SS
競技副委員長 戸澤　隆幸 SAJ
セクレタリ―・競技係長 宮田　貴夫 岩岳 SS
アシスタントセクレタリ― 畑野　りえ 岩岳 SS

統括審判長・審判長 阿部　哲 鈴木　洋介

SAJ審判員（ジャッジ）

山崎　操（特別招待） 鈴木　洋介
太田　真由美（特別招待） 阿部　　哲

竹内　正臣 菅野　雅一
雨塚　豊治 丸山　淳也（N デモ）

井上　優 尾崎　隼士（N デモ）

津村　　悠（N デモ）

コース1班 コース2 班 所属

コース係長 小林　浩巳

岩岳 SS

コース班長 北林　　茂 水越　健太

コース係

塩島　英清 川俣　優子
太田　裕史 坂本　　彩
戸谷　秀樹 坪井　晴人
伊藤　典幸 赤松　　茂
泉　　竜馬 高橋　　猛
下田　隆紀 内村　友香

スタート審判 北林　仁、柏木　秀郎 福永　忠幸、川村　純一
スタート記録／補助 神吉　康雄 長谷川幸二
計時計算係長 芹沢　正志
計時計算係 丸山　　隆 システムハウス白馬
記録係 堀　哲朗、吉田　茂、長谷　信幸

岩岳 SS放送係 田代　雅子、飯森　三紀
会場係長 福島　政男
会場／資材／機材 中沢　秀博
医事救護係長 丸山　真宏 岩岳パトロール隊医事救護係 岩岳パトロール隊
総務広報係長 鈴木章功 SAJ担当理事               武井   香樹、梶田　洋像
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お問合せ先
使用期間：2023年2月3日（金）～5日（日）

第2駐車場（中央駐車場）
選手の皆様は

この駐車場をご利用ください

第3駐車場

第4駐車場

第1駐車場

公式掲示板

4-5日の体調チェックシートの
提出場所

表彰会場

関係者駐車場
地元スタッフP

スキースクール

【3日の受付】
ホワイトプラザ2F
レーシングオフィス

大会本部・事務局（ホワイトプラザ2F）
	 	 	 TEL	 0261-72-2780	 FAX	 0261-72-4638
白馬岩岳観光協会
	 	 	 	 TEL	 0261-72-2780	 FAX	 0261-72-4638
白馬岩岳スキースクール
	 	 	 	 TEL	 0261-72-2184	 FAX	 0261-72-3251
岩岳パトロール
	 	 	 	 	 	 	 TEL ＆ FAX	 0261-72-2080
株式会社	岩岳リゾート（リフト会社）
	 	 	 	 TEL	 0261-72-2474	 FAX	 0261-72-3541
スキー場総合インフォメーション
	 	 	 	 	 	 	 TEL ＆ FAX	 0261-72-6788

新型コロナウイルス感染防止対策のため、開閉会式は中止しますが、
表彰式は、ホワイトプラザ大ホールで行います。ご注意

●大会事務局
	 WEBサイト
●公式掲示板
	 ホワイトプラザ北側 https://masters-ski.iwatake.jp

受付場所・関連施設マップ
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リフト運行時間
★らいペア
　2月3日（金）～5日（日）
　8：00～15：30のみ運行
★かも1
　8:00～16:20
★その他
　ゲレンデ公式サイト「リフト状況」による
https://iwatake-mountain-resort.com/winter/course_lift

コートへの導線

スケジュール

日付 予定時刻 内容 予定会場

2/3（金） 09:00 ～ 12:00 受付 ホワイトプラザ　特設受付

10:00 ～ 12:00 公式練習 ノンストップ／ビッグバーン

13:00 ～ 15:00      〃 〃

10:00 ～ 12:00 ワンポイントレッスン かもしかレーシングコース

13:00 ～ 15:00      〃 〃

15:30 ～ 開会式・選手会（中止）

2/4（土） 09:00 ～ 小回りリズム変化（BIB：1 ～）※ ノンストップバーン（B コート）

09:00 ～ 大回り（BIB：109 ～）※ ビッグバーン（A コート）

13:30 ～ 15:30 ワンポイントレッスン ノンストップバーン他

2/5（日） 09:00 ～ 総合滑降（BIB：1 ～）※ ビッグバーン（A コート）

09:00 ～ 小回り（BIB：109 ～）※ ノンストップバーン（B コート）

午後 表彰式　/　閉会式（中止） ホワイトプラザ前

※各種目のローテーションは、16	ページを参照してください

コートマップ
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開催要項

【出場資格】	 出場者は、次の各号に掲げる内容を満たしていなければなりません。
①	 2023 年度の本連盟会員登録を行い、会員登録料の決済を完了している者。
②	 2023 年４月１日現在満 40 才以上の者。
③	大会申込時までにSAJスキーバッジテスト1級以上を有するもの。
④	 SAJ 連盟スキー補償制度又はこれに準ずる傷害保険に加入していること。

　	 	 （日本国籍を有する方以外の参加資格）
⑤	2023 年 4月1日現在 40 歳以上であり、SAJスキーバッジテスト１級以上と同等の技術を有す
る者。

⑥	各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。
【参加料】	 15,000 円
【申込方法】	 「デジエントリー」による。
【申込期間】　	 2022 年 11月１日～2023 年 1月15日
【順位の決定及び表彰】
	 	 総合得点により、各部門別に表彰します。
	 	 各部門（カテゴリー）は	2023 年４月１日現在の満年齢を適用する。
	 	 	 （１）40 歳～ 49 歳の部	 男性
	 	 	 （２）50 歳～ 54 歳の部	 男性
	 	 	 （３）55 歳～ 59 歳の部	 男性
	 	 	 （４）60 歳～ 64 歳の部	 男性
	 	 	 （５）65 歳以上の部	 男性
	 	 	 （６）40 歳～ 54 歳の部	 女性
	 	 	 （７）55 歳～ 59 歳の部	 女性
	 	 	 （８）60 歳以上の部	 女性
	 	 メダル	 各カテゴリー男女１位～３位
	 	 賞状	 各カテゴリー男女１位～６位

競技規則
〈得点について〉	 得点は公開表示します。
	 	 特別招待ジャッジ（参加予定）：山崎　操、宮津（太田）真由美

〈公式用品用具の使用に関して〉
1.	選手は SAJ 公式用品委員会において認定された用具・用品を使用し、用具・用品に表示される商
標及び社名はSAJ 規程によるもの以外は認めません。ただし、本項の規制範囲は、開・閉会式等
の公式の場所及び競技会場において点呼を受けたときからフィニッシュするまでとします。	
詳しくはSAJHP	→ライブラリー	→マーケティングに掲載の「SAJ 公式用品加入ブランド」をご確
認下さい。

2.	プレートは市販商品の正常な使用方法に限ります。改造もしくは複数商品を複合した使用法は認め
ません。

3.	出場する選手が本大会の予選種目から決勝種目まで使用できるスキーは計 2 台までとします。
4.	選手が着用を許されるウェアは市販されている、あるいはルーズフィットなものとし、レーシングスー
ツ（ワンピースやツーピース）は認めません。

5.	コマーシャルマーキングについては、本連盟指定の様式にて申請し承認されたもののみ着用できま
す。

6.	前 3 項のマテリアルチェックについては，実施しませんが、上記の内容を把握、踏まえて参加してく
ださい。

7.	フッ素成分を含むすべてのワックスの使用を禁止する。

〈ヘルメット等の着用に関して〉
	 	 競技中は頭部を防護する為、すべての競技において必ずヘルメットを着用して下さい。

〈ビブの着用に関して〉
	 	 インスペクション等でコート内に入る場合は必ずビブを外側に着用すること。
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〈スタートの要領に関して〉
1.	選手は、選手は、各種目ともスタート地点に10 分前に集合し、スタート審判の点呼を受け、応答し
なければなりません。

2.	選手は前者のスタート後、ただちにスター卜位置につき準備を整えます。
3.	選手はスタート審判の合図によりスタートします。ただちにスタートしない場合は当該種目を棄権し
たものとみなします。

〈フィニッシュの要領に関して〉
フィニッシュはコート下部の左右にある目印を結ぶフィニッシュラインの通過をもって演技終了としま
す。小回り種目については、フィニッシュライン通過後にスピードコントロールし、完全停止をもって演
技終了とします。

〈コートインスペクションに関して〉
	 	 コートインスペクションに関する規定は、TCMにて詳細をお伝えします。

〈抗議に関して〉
	 	 TCMにて詳細をお伝えします。

〈その他〉
	 	 その他必要がある事項は別途定め、TCMに提案、承認を受けることとします。

〈コマーシャルマーキング（CM）申請〉
1.	ヘルメットには、サイズ 50㎠以内（縦横のバランスは問いません。）のワッペン又はシールを１枚付
けることができます。掲示する場所（正面、側面、背面）の指定はありません。ただし、ヘルメットメー
カーのロゴが隠れてはなりません。	
ウェアの腕にサイズ 50㎠以内（縦横のバランスは問いません。）のワッペンを２枚までつけることが
できます。１枚のみ付けることも可能です。ワッペンを２枚付ける場合、２枚を左右の袖に分け付け
ることもできますし、２枚ともどちらか片側の袖に付けることもできます。１枚のみつける場合は、
左右どちらの袖に付けるかの指定はありません。２枚のワッペンは、２枚とも同じ企業（デザイン）
のマークでも良いですし、２枚が異なった企業（デザイン）のマークでも良いです。ただし、ウェアメー
カーのロゴが隠れてはなりません。	
また、プリント・ワッペンを問わず、ウェアメーカーの商標（メーカーロゴ）はコマーシャルマーキン
グとは別とみなし、掲示される商標（メーカーロゴ）の面積に上限は設けません。

2.	たばこ、ドラッグ（大麻等の違法薬物）、ギャンブル又はアルコール等については認めら		れません。
3.	申請方法および期限	
上記について申請の必要ありませんが、上記の内容を把握、踏まえて参加してください。

【その他】　　
①	新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いします。また、大会1週間前からの体調チェッ
クを行い、初日に提出すること。また大会期間中の体調も記録すること。詳細は下記QRコードか
らHPにアクセスしてください。

②	選手会出席は、本人1名とします。ただし、特別な事情がある場合は、事前にレーシングオフィスに
届け出てください。

③	選手会での伝達事項などについてはその内容を公式掲示板（webサイトも含む）において告知します。
④	実行委員会において、日程、種目、参加枠および運営全般に関わる事項の変更が決定した場合は、
その内容を加盟団体、公式掲示板（webサイトも含む）において告知します。ただし、直近または
大会期間中の場合は、公式掲示板、（webサイトも含む）に掲示して告知します。

⑤	受付時に、本年度の SAJ 会員証、又は「シクミネット」マイページの資格情報画面をプリントアウト
したもの、又は「シクミネット」マイページの資格情報画面を必ず提示してください。	
SAJ 会員資格等、申込み内容に虚偽の記載があることが判明した場合、出場の取消し、成績の抹
消を行うことがあります。

新型コロナウイルス感染対策　

▲

現時点ではTCMは中止とし、選手会として行います。ただし、
リモートもしくは公式掲示板による通達をもってその代用とし
ます。質問事項などは本部へ申入れする事とします。
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第3回
全日本マスターズ

スキー技術選手権大会
エントリーリスト

【男性】40歳～49歳の部	
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

1

1 吉田	太治 ヨシダ	タイジ 46 岐阜県
2 阿部	友宏 アベトモヒロ 41 静岡県
3 雪本	大輔 ユキモト	ダイスケ 46 大阪府
4 志賀	悟史 シガ	サトシ 45 埼玉県
5 高野	圭介 タカノ	ケイスケ 50 長野県
6 坂井	宏行 サカイ	ヒロユキ 40 神奈川県
7 野々宮	秀明 ノノミヤ	ヒデアキ 44 北海道
8 藤森	政彦 フジモリ	マサヒコ 49 東京都
9 宮園	耕二 ミヤゾノ	コウジ 49 東京都
10 野原	千春 ノハラ	チハル 40 東京都
11 櫻田	貴 サクラダ	タカシ 46 福島県
12 黒川	陽二郎 クロカワ	ヨウジロウ 42 石川県
13 荒川	知樹 アラカワ	トモキ 47 兵庫県
14 山本	貴英 ヤマモト	タカヒデ 46 兵庫県
15 尾花	淳 オバナ	ジュン 49 東京都
16 平岡	民好 ヒラオカ	タミヨシ 44 京都府

2

17 藤井	晃 フジイ	アキラ 48 青森県
18 中尾	光太 ナカオ	コウタ 41 愛知県
19 高倉	慎弥 タカクラ	シンヤ 43 静岡県
20 新保	和明 シンボ	カズアキ 49 東京都
21 岡	康成 オカ	ヤスナリ 47 栃木県
22 井川	真吉 イガワ	シンキチ 49 茨城県
23 三浦	順 ミウラ	ジュン 46 東京都
24 小川	芳正 オガワ	ヨシマサ 47 奈良県
25 朝倉	英夫 アサクラ	ヒデオ 50 福島県
26 畑	裕一 ハタ	ユウイチ 48 大阪府
27 平野	宏和 ヒラノ	ヒロカズ 45 富山県
28 大久保	英季 オオクボ	ヒデキ 45 神奈川県
29 葛西	俊之 カサイ	トシユキ 41 千葉県
30 井上	功 イノウエ	イサオ 45 宮崎県
31 高部	茂生 タカベ	シゲオ 42 愛知県
32 國本	貴之 クニモト	タカユキ 49 長野県

【男性】50歳～54歳の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

3

33 木原	直人 キハラ	ナオト 51 神奈川県
34 吉田	信夫 ヨシダ	ノブオ 53 東京都
35 岩田	歩 イワタ	アユム 52 富山県
36 渡辺	徹 ワタナベ	トオル 53 愛知県
37 鈴木	太成 スズキ	ヒロナリ 54 愛知県
38 矢野	貴広 ヤノ	タカヒロ 51 福岡県
39 玉置	琢也 タマキ	タクヤ 53 東京都
40 小林	一也 コバヤシ	カズヤ 51 北海道
41 髙子	博司 タカコ	ヒロシ 55 宮城県
42 内藤	一広 ナイトウ	カズヒロ 51 宮城県
43 内田	格 ウチダ	イタル 50 茨城県
44 杉江	宏之 スギエ	ヒロユキ 54 富山県
45 清水	久裕 シミズ	ヒサヒロ 54 東京都
46 富澤	正道 トミザワ	マサミチ 51 東京都
47 本多	正之 ホンダ	マサユキ 51 茨城県

4

48 高阪	裕貴 コウサカ	ヒロキ 50 滋賀県
49 石川	哲也 イシカワ	テツヤ 51 埼玉県
50 齋藤	潔 サイトウ	キヨシ 51 群馬県
51 江口	武志 エグチ	タケシ 52 新潟県
52 室岡	武 ムロオカ	タケシ 51 愛知県
53 風間	明人 カザマ	アキヒト 50 長野県
54 川野	達也 カワノ	タツヤ 52 東京都
55 上杉	護 ウエスギ	マモル 50 埼玉県
56 花木	孝吉 ハナキ	タカヨシ 52 愛知県
57 室賀	秀一 ムロガ	シュウイチ 51 長野県
58 小野	隆 オノ	タカシ 54 群馬県
59 山名	康宣 ヤマナ	ヤスノブ 50 大阪府
60 阿部	淳 アベ	アツシ 52 新潟県
61 西原	伸昭 ニシハラ	ノブアキ 52 茨城県
62 清水	兼光 シミズ	カネミツ 51 埼玉県
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【男性】55歳～59歳の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

5

63 山崎	幸雄 ヤマザキ	ユキオ 59 東京都
64 山田	憲司 ヤマダ	ケンジ 55 宮城県
65 木附沢	正男 キツケザワ	マサオ 59 岩手県
66 仲亀	雅己 ナカガメ	マサミ 56 神奈川県
67 濱野	眞行 ハマノ	マサユキ 56 東京都
68 長野	毅 ナガノ	ツヨシ 56 千葉県
69 恩田	裕輔 オンダ	ユウスケ 58 千葉県
70 後藤	浩 ゴトウ	ヒロシ 59 山形県
71 東城	久和 トウジョウ	ヒサカズ 56 大阪府
72 鈴木	英明 スズキ	ヒデアキ 55 宮城県
73 田中	達雄 タナカ	タツオ 56 千葉県
74 石川	禅 イシカワ	ユズル 56 神奈川県
75 大橋	啓祐 オオハシ	ケイスケ 55 東京都
76 堀居	浩和 ホリイ	ヒロカズ 58 長野県
77 濱田	幸一 ハマダ	コウイチ 56 埼玉県
78 神崎	清志 カンザキ	キヨシ 55 東京都
79 三井	政彦 ミツイ	マサヒコ 58 山梨県
80 田中	将徳 タナカ	マサノリ 56 大阪府
81 吉本	周 ヨシモト	マコト 59 千葉県
82 一ノ木	光治 イチノキ	コウジ 55 三重県
83 小枝	法弘 コエダ	ノリヒロ 58 栃木県
84 青山	和敏 アオヤマ	カズトシ 56 愛知県
85 立川	真治 タチカワ	シンジ 56 愛知県

6

86 今福	勝 イマフク	マサル 57 山梨県
87 小林	昭二 コバヤシ	ショウジ 56 長野県
88 梶	昌弘 カジ	マサヒロ 58 東京都
89 山口	賢吾 ヤマグチ	ケンゴ 55 長野県
90 下野	主税 シモノ	チカラ 56 三重県
91 淀縄　澄人 ヨドナワスミト 57 茨城県
92 二之宮	弘道 ニノミヤ	ヒロミチ 56 新潟県
93 澁谷	大介 シブヤ	ダイスケ 56 愛知県
94 辻野	泰行 ツジノ	ヤスユキ 56 北海道
95 池田	正 イケダ	タダシ 59 長野県
96 大濱	志津雄 オオハマ	シズオ 57 滋賀県
97 舘内	潤 タテウチ	ジュン 59 宮城県
98 矢澤	正雄 ヤザワ	マサオ 57 長野県
99 市川	慎一朗 イチカワ	シンイチロウ 57 東京都
100 古谷	啓志 フルヤ	ヒロシ 55 静岡県
101 田中	悟広 タナカ	サトヒロ 56 京都府
102 五藤　伸賢 ゴトウシンケン 58 愛知県
103 森	仁徳 モリ	キミノリ 56 愛知県
104 二宮	東名 ニノミヤ	ハルナ 56 東京都
105 赤塚	典之 アカツカ	ノリユキ 58 北海道
106 光岡	主税 ミツオカ	チカラ 57 愛知県
107 石川	陽一 イシカワ	ヒロカズ 57 埼玉県
108 大澤	敬造 オオサワ	ケイゾウ 57 東京都

【男性】60歳～64歳の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

7

109 中根　	仁 ナカネ	ヒトシ 60 静岡県
110 市村	芳二 イチムラ	ヨシジ 64 茨城県
111 宮田	泰徳 ミヤタ	ヤスノリ 61 愛知県
112 山本	博智 ヤマモト	ヒロノリ 62 福井県
113 林	哲也 ハヤシ	テツヤ 62 東京都
114 岡村	洋司 オカムラ	ヨウジ 61 新潟県
115 山崎	錦往 ヤマザキ	カネヒサ 63 長野県
116 細田	明 ホソダ	アキラ 60 島根県
117 佐野	勝 サノ	マサル 60 山梨県
118 金井	久 カナイ	ヒサシ 61 埼玉県

7

119 高橋	良和 タカハシ	ヨシカズ 61 千葉県
120 徳竹	直美 トクタケ	ナオミ 60 東京都
121 本田	廣尚 ホンダ	ヒロヒサ 62 岐阜県
122 名取	芳春 ナトリ	ヨシハル 60 山形県

8

123 長澤	宏 ナガサワ	ヒロシ 62 長野県
124 新森	信幸 シンモリ	ノブユキ 63 島根県
125 井出	文洋 イデ	フミヒロ 61 長野県
126 銭谷	安志 ゼニヤ	ヤスシ 61 北海道
127 橋本	順次 ハシモト	ジュンジ 64 大阪府
128 神原	新一 カンバラ	シンイチ 64 長野県
129 横山	隆 ヨコヤマ	タカシ 63 福岡県
130 山本	均 ヤマモト	ヒトシ 60 石川県
131 片岡	重人 カタオカ	シゲト 60 石川県
132 和田	功 ワダ	イサオ 62 神奈川県
133 上野	輝幸 ウエノ	テルユキ 62 長野県
134 塚越 ツカゴシ 62 北海道
135 中村	博司 ナカムラ	ヒロシ 61 三重県
136 中野	浩史 ナカノ	コウシ 61 茨城県

【男性】65歳以上の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

9

137 村田	栄 ムラタ	サカエ 75 愛知県
138 横山	貢 ヨコヤマ	ミツグ 71 長野県
139 恒川	勇 ツネカワ	イサム 78 愛知県
140 米田	研司 ヨネダ	ケンジ 65 福井県
141 石黒	鐘義 イシグロ	カネヨシ 78 愛知県
142 島﨑	実 シマサキ	ミノル 66 高知県
143 徳竹	利春 トクタケ	トシハル 72 長野県
144 川辺	金光 カワベ	カネミツ 70 秋田県
145 鈴木	勉 スズキツトム 70 神奈川県
146 近藤	哲二郎 コンドウ	テツジロウ 70 京都府
147 恩地	博 オンチ	ヒロシ 72 東京都
148 川尻	知幸 カワジリ	トモユキ 65 富山県
149 大橋	幸一 オオハシ	コウイチ 76 三重県
150 森田	憲史 モリタ	ノリフミ 70 東京都
151 木ノ原	敬久 キノハラ	タカヒサ 70 大阪府
152 小林	恒重 コバヤシ	ツネシゲ 66 長野県

10

153 大立	英二 オオダチ	エイジ 71 愛知県
154 山﨑	茂 ヤマザキ	シゲル 70 長野県
155 金光	淳一 コンコウ	ジュンイチ 67 東京都
156 中嶋	佐喜雄 ナカシマ	サキオ 74 東京都
157 山本	洋一 ヤマモト	ヨウイチ 81 奈良県
158 木本	晶 キモト	アキラ 70 三重県
159 水野	隆 ミズノ	タカシ 68 愛知県
160 中條	郁 チュウジョウ	ヒサシ 67 京都府
161 稲場	久和 イナバ	ヒサカズ 68 島根県
162 松下	唯夫 マツシタ	タダオ 82 滋賀県
163 原田	賢一 ハラダ	ケンイチ 65 宮城県
164 田中	博充 タナカ	ヒロミツ 68 長野県
165 室	義明 ムロ	ヨシアキ 70 広島県
166 山田	明 ヤマダ	アキラ 74 愛知県
167 高田	和幸 タカタ	カズユキ 72 広島県
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ローテーション（スタート順）

•	 自分のスタート時間に十分に間に合うように、スタート地点にご集合ください
•	 演技終了後は、速やかに次の種目のスタート地点に移動してください

【女性】40歳～54歳の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

11

168 工藤	星子 クドウ	セイコ 50 愛知県
169 斉藤	千恵 サイトウ	チエ 44 埼玉県
170 勝田	佳奈 カツダ	カナ 46 滋賀県
171 石田	貴子 イシダ	タカコ 51 東京都
172 篠原	実加 シノハラ	ミカ 53 滋賀県
173 今岡	千春 イマオカ	チハル 40 富山県
174 岡根	美峰子 オカネ	ミホコ 53 秋田県
175 髙橋	美妃 タカハシ	ミキ 52 埼玉県
176 玉置	桂子 タマキ	ケイコ 53 東京都
177 稲川	眞利子 イナガワ	マリコ 54 埼玉県

12

178 野地	加寿子 ノヂ	カズコ 47 神奈川県
179 清水	章子 シミズ	アキコ 49 東京都
180 小林	郁玖実 コバヤシ	イクミ 42 富山県
181 齊藤	陽子 サイトウ	ヨウコ 52 山形県
182 田原	典子 タハラ	ノリコ 44 埼玉県
183 大坪	純子 オオツボ	ジュンコ 47 三重県
184 徳田	久美 トクダ	クミ 50 広島県
185 池田	麻里 イケダ	マリ 46 北海道
186 池田	明子 イケダ	アキコ 54 長野県

【女性】55歳～59歳の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

13

187 小池	晴美 コイケ	ハルミ 58 群馬県
188 高橋	弘美 タカハシ	ヒロミ 55 千葉県
189 山本	智恵美 ヤマモト	チエミ 58 愛知県
190 大津	郁子 オオツ	イクコ 56 長野県

14

191 片岡	美樹 カタオカ	ミキ 58 石川県
192 宮川	まゆみ ミヤガワ	マユミ 59 長野県
193 大塚	幸代 オオツカ	サチヨ 55 福岡県
194 小野	香 オノ	カオリ 57 群馬県
195 岩田	顕子 イワタ	アキコ 59 東京都

【女性】60歳以上の部
班 BIB 氏名 フリガナ 年齢 都道府県

15
196 林	恵子 ハヤシ	ケイコ 60 東京都
197 澁谷	初枝 シブヤ	ハツエ 60 埼玉県
198 水谷	一恵 ミズタニ	カズエ 65 埼玉県

16
199 金光	朗子 コンコウ	アキコ 62 東京都
200 中嶋	篤子 ナカジマ	アツコ 71 東京都
201 木ノ原	真由美 キノハラ	マユミ 60 大阪府

　　　2 月 4日（土） 9:00 ～ 小回り	リズム変化
（ノンストップバーン）

BIBが 1番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）1→2→ 3→ 4→ 5 → 6 →
（男性）→ 8→7→10 → 9 →（女性）→12→11→14→13 →16 →15　　　

9:00 ～ 大回り
（ビッグバーン）

BIBが 109 番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）7→ 8→ 9 →10 →（女性）→11→12→13 →14→15 →16
（男性）2→1→ 4→ 3→ 6 → 5

2 月 5日（日） 9:00 ～ 総合滑降	
（ビッグバーン）

BIBが 1番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）1→2→ 3→ 4→ 5 → 6 →
（男性）→ 8→7→10 → 9 →（女性）→12→11→14→13 →16 →15

9:00 ～ 小回り	
（ノンストップバーン）

BIBが 109 番からスタート（各班	BIB の昇順）
（男性の班No）7→ 8→ 9 →10 →（女性）→11→12→13 →14→15 →16
（男性）2→1→ 4→ 3→ 6 → 5



- 17 -

ワンポイントレッスン・エントリーリスト1/2
集合時間：	レッスン開始15 分前
集合場所：	ホワイトプラザ前。班ごとにプラカードの前にお集まりください。
コーチ：	 ナショナルデモンストレーター	／	丸山	淳也、津村	悠、尾崎	隼士、太田真由美

3日　10:00～12:00	
班 氏名 フリガナ

1

黒川	陽二郎 クロカワ	ヨウジロウ
斉藤	千恵 サイトウ	チエ
吉田	太治 ヨシダ	タイジ
藤井	晃 フジイ	アキラ
上杉	護 ウエスギ	マモル
工藤	星子 クドウ	セイコ
齋藤	潔 サイトウ	キヨシ
富澤	正道 トミザワ	マサミチ
室賀	秀一 ムロガ	シュウイチ
川野	達也 カワノ	タツヤ
西原	伸昭 ニシハラ	ノブアキ

2

岡根	美峰子 オカネ	ミホコ
古谷	啓志 フルヤ	ヒロシ
田中	達雄 タナカ	タツオ
仲亀	雅己 ナカガメ	マサミ
今福	勝 イマフク	マサル
大澤	敬造 オオサワ	ケイゾウ
光岡	主税 ミツオカ	チカラ
矢澤	正雄 ヤザワ	マサオ
赤塚	典之 アカツカ	ノリユキ
恩田	裕輔 オンダ	ユウスケ
梶	昌弘 カジ	マサヒロ

3

五藤　伸賢 ゴトウシンケン
徳竹	直美 トクタケ	ナオミ
井出	文洋 イデ	フミヒロ
銭谷	安志 ゼニヤ	ヤスシ
上野	輝幸 ウエノ	テルユキ
金光	朗子 コンコウ	アキコ
新森	信幸 シンモリ	ノブユキ
山崎	錦往 ヤマザキ	カネヒサ
市村	芳二 イチムラ	ヨシジ
神原	新一 カンバラ	シンイチ

4

橋本	順次 ハシモト	ジュンジ
島﨑	実 シマサキ	ミノル
金光	淳一 コンコウ	ジュンイチ
中條	郁 チュウジョウ	ヒサシ
稲場	久和 イナバ	ヒサカズ
水野	隆 ミズノ	タカシ
近藤	哲二郎 コンドウ	テツジロウ
室	義明 ムロ	ヨシアキ
鈴木	勉 スズキツトム
恩地	博 オンチ	ヒロシ

3日　13:00～15:00	
班 氏名 フリガナ

1

井上	功 イノウエ	イサオ
新保	和明 シンボ	カズアキ
工藤	星子 クドウ	セイコ
齋藤	潔 サイトウ	キヨシ
室賀	秀一 ムロガ	シュウイチ
齊藤	陽子 サイトウ	ヨウコ
西原	伸昭 ニシハラ	ノブアキ
高橋	弘美 タカハシ	ヒロミ
田中	達雄 タナカ	タツオ
光岡	主税 ミツオカ	チカラ

2

恩田	裕輔 オンダ	ユウスケ
梶	昌弘 カジ	マサヒロ
五藤　伸賢 ゴトウシンケン
後藤	浩 ゴトウ	ヒロシ
吉本	周 ヨシモト	マコト
木ノ原	真由美 キノハラ	マユミ
徳竹	直美 トクタケ	ナオミ
細田	明 ホソダ	アキラ
岡村	洋司 オカムラ	ヨウジ

3

金井	久 カナイ	ヒサシ
上野	輝幸 ウエノ	テルユキ
金光	朗子 コンコウ	アキコ
本田	廣尚 ホンダ	ヒロヒサ
山本	博智 ヤマモト	ヒロノリ
橋本	順次 ハシモト	ジュンジ
水谷	一恵 ミズタニ	カズエ
米田	研司 ヨネダ	ケンジ
金光	淳一 コンコウ	ジュンイチ

4

水野	隆 ミズノ	タカシ
川辺	金光 カワベ	カネミツ
木ノ原	敬久 キノハラ	タカヒサ
近藤	哲二郎 コンドウ	テツジロウ
室	義明 ムロ	ヨシアキ
恩地	博 オンチ	ヒロシ
高田	和幸 タカタ	カズユキ
村田	栄 ムラタ	サカエ
大橋	幸一 オオハシ	コウイチ
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4日　13:30～15:30	
班 氏名 フリガナ

1

高部	茂生 タカベ	シゲオ
高倉	慎弥 タカクラ	シンヤ
山本	貴英 ヤマモト	タカヒデ
荒川	知樹 アラカワ	トモキ
藤井	晃 フジイ	アキラ
工藤	星子 クドウ	セイコ
徳田	久美 トクダ	クミ

2

齋藤	潔 サイトウ	キヨシ
室賀	秀一 ムロガ	シュウイチ
西原	伸昭 ニシハラ	ノブアキ
小野	隆 オノ	タカシ
立川	真治 タチカワ	シンジ
田中	達雄 タナカ	タツオ

3

小野	香 オノ	カオリ
光岡	主税 ミツオカ	チカラ
梶	昌弘 カジ	マサヒロ
五藤　伸賢 ゴトウシンケン
岡村	洋司 オカムラ	ヨウジ
宮田	泰徳 ミヤタ	ヤスノリ

4

橋本	順次 ハシモト	ジュンジ
水谷	一恵 ミズタニ	カズエ
川辺	金光 カワベ	カネミツ
近藤	哲二郎 コンドウ	テツジロウ
室	義明 ムロ	ヨシアキ
恩地	博 オンチ	ヒロシ

	 	

ワンポイントレッスン・エントリーリスト2/2
集合時間：	レッスン開始15 分前
集合場所：	ホワイトプラザ前。班ごとにプラカードの前にお集まりください。
コーチ：	 ナショナルデモンストレーター	／	丸山	淳也、津村	悠、尾崎	隼士、太田真由美
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電話番号の見方

この地域の市外局番は
0261 です。

2780
施設名 例1）

電話番号は
0261-72-2780

75-0000
施設名 例2）

電話番号は
0261-75-0000

新田旅館街・切久保旅館街のご案内
白馬岩岳観光協会 TEL:0261-72-2780
https://iwatake.jp/

森上・塩島・どんぐり・落倉旅館街のご案内
白馬村観光局 TEL:0261-85-4210
https://vill.hakuba.nagano.jp

2023.01.06訂正版

農家レストラン
こまくさ

85-2414

HAKUBA
BREWING
COMPANY

ゴンドラ（ノアの里駅）
　総合案内 6788
　（株）岩岳リゾート 2474

歴史的古民家
庄屋丸八ダイニング
75-1008

（トイレ）

白馬・長野線
「岩岳マウンテンリゾート」バス停

4133花笑Cafe

72-2780
72-6788
72-2184
72-4885
72-2080
72-2474
72-8304
85-4210
72-2014
72-2236
72-2144
72-2221
72-3155
72-2009
72-0119

白馬岩岳お助け電話帳
岩 岳 観 光 協 会
スキー場インフォメーション
ス キ ー ス ク ー ル
スノーボードスクール
パ ト ロ ー ル
（株）岩岳リゾート
岩 岳 の 湯
白 馬 村 観 光 局
J R 白 馬 駅
アルピコタクシー
白馬観光タクシー
アルプス第一タクシー
アルピコ交通（バス）
白 馬 村 交 番
北アルプス広域北部消防署

スキー場
入口

スキー場
入口

スキー場
入口

4017ホリディ

P（トイレあり）
4439メイト

5943カンタベリー
71-1555クレープももちゃん

4669サービスショップ360°

宿泊業

飲食店

みやげ店、売店

レンタルスキー
温泉

P

案内TEL72-2780

案内TEL
72-2780

案内TEL85-4210

案内TEL85-4210
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下
堂
・
徹
然
桜

（
し
だ
れ
桜
）

国道148

水車

切
久
保

諏
訪
神
社

白馬岩岳観光協会
お問合せTEL. 0261-72-2780

電話番号の局番は
0261です。

EN TO EN
日替わりランチ
（営業日限定）
☎72-2347

ホリディ
ラーメン...
☎72-4017

サービスショップ360°
たこ焼き...
☎72-4669

クレープももちゃん
オリジナルサラダクレープ...
☎71-1555メイト

ビーフカレー,カツサンド
☎72-4439

居酒屋くいくい
地酒,カラオケあり
☎72-5948

ゴンドラ ノア
山麓駅

中央高速
リフト

かも1
リフト

大法院
刺身,天ぷら,そば..
☎72-7690.

さとん子
そば,ラーメン...
☎72-4503

観
音
原

百
体
観
音

セブンイレブン

庄屋丸八ダイニング
炉端焼き,刺身...
☎75-1008

ちるみん
手作り漬物,パフェ...
☎72-2267

シェフ
ピザ,シェフサラダ...
☎72-4833

喫茶ぷう
信州おやきセット,ぷう麺...
☎72-3891

Iwatake Rock’s
ハンバーガー,坦々麺...

花笑カフェ
タコライス,ジャンバラヤ...
☎72-4133

HAKUBA IWATAKE 

Restaurants & Foods Map

HAKUBA IWATAKE MOUNTAIN RESORT

至
白
馬
駅

至
八
方
尾
根

至
栂
池
高
原

木庵
和菓子...
☎72-3242
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主 催 ・ 主 管 ・ 後 援

協 賛

ジャガー・ランドローバー・ジャパン（株）

（株）日本旅行

（株）リエイ

（有）アイエス設備工業

小賀坂スキー販売株式会社

日本ケーブル株式会社

グループ・ロシニョール（株）

HEAD Japan

jaguarlandrover-dealerrecruit.jp

www.nta.co.jp

www.riei.co.jp

www.issetsubi.com

www.ogasaka-ski.co.jp/

www.nipponcable.com/

rossignol.co.jp/thegroup/

www.head.com


