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①　期　日 平成26年1月26日(日)

②　会　場 鹿沢スノーエリア

③　主管クラブ アドヴァンス・からっ風・シーハイル

④　競　技 大回転1本

⑤　日　程 8:00

9:15

10:15

14:30

⑥　組別・出走順 性別 開始予定時刻

女子 10:15

男子 10:20

女子 10:30

男子 10:35

40才以上 10:40

10:50

10:55

11:00

11:20

11:40

12:00

12:10

※時間は状況により前後しますので、ご承知ください。

⑦　表　彰 各組とも6位まで表彰する｡

⑧　競技規則 1) SAJ競技規則に準拠する｡なお､出場者はスキーブレーキをつけること｡

2) 同タイムの場合は後者(スタート)を上位とする｡

⑨　競技役員 旗門員については、相当数の人数を必要とするのため参加選手全員の協力により大

会運営に当たるものとする｡各クラブに割り当てますのでご協力お願いします｡

⑩　その他 1) クラッシュヘルメットを着用して下さい。

2) 主催者は競技中の負傷者の応急処置及び必要に応じ医療機関への搬送は行う

が、その後の責任は負わない。

3) 出場者はスキー保険への加入をお願いします。

4) ゼッケンはゴールにて返却すること。

30才代

受付開始(ロッジ内)

女子

男子

60才以上

50才代

40才代

閉会式(ハイランドロッジﾞ内)

小学生高学年

中学生～29歳以下

中学生～29歳以下

30才代

第36回高崎ＣＵＰスキー大会

大会要項

年代別

小学生低学年以下

1月26日(日)

小学生高学年

小学生低学年以下

競技開始

開会式(ゴールエリア内)



会 長 浦 野 米 治

副 会 長 横 坂 忠 堀 口 哲 関 根 信 雄

委 員 長 上 野 節 夫

副 委 員 長 曽根 光広 高田津樹夫

委 員 田子 博雄 星野 勝己 丸山 恭一

＊ 技 術 代 表 横 坂 忠

＊ 競 技 委 員 長 浦 野 米 治

＊ 主 審 上 野 節 夫

副 審 高田　津樹夫

コ ー ス 係 長 宮 崎 良 高

コ ー ス 係 深 井 善 朗 桜 井 隆 行 小林 健悟

旗 門 審 判 係 長 岡 田 隆 幸

旗 門 審 判 係 野 口 沙 織 岩 崎 浩

旗 門 審 判 員 各クラブより2名以上選出

ス タ ー ト 審 判 高 橋 文 春 佐 藤 淳 仁

ス タ ー ト 係 倉 林 宏 敬 神澤 こずえ 増村 有里

フ ィニッシュ審判 関 根 信 雄

フ ィ ニ ッ シ ュ 係 伊 丹 高 保 白石哲太郎

計 時 計 算 係 長 中 井 保 幸

計 時 計 算 係

記 録 係 浦 野 明 子 佐川 太一 箕輪 進一

掲 示 係 本 間 澄 行

庶 務 係 高田津樹夫 福 島 建

掲示･庶務･ｾﾞｯｹﾝ係 丸山 えるむ 中 井 一 成

セ ッ タ ー 小林 健悟

前 走

*印はジュリーメンバー
大会役員は変更になる場合があります｡

競　　技　　役　　員

大　　会　　役　　員

鹿沢スノーエリア



女子小学生低学年以下 2人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

2 五十嵐　陽菜 ジュニアR 1:01.21 1 優勝

1 福田　優花 ジュニアR 1:03.87 2 準優勝

男子小学生低学年以下 6人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

11 五十嵐　瑞希 ジュニアR :47.90 1 優勝

13 町田　日葵 ジュニアR :50.98 2 準優勝

16 町田　央可 ジュニアR 1:01.70 3 第3位

15 小林　海 ジュニアR 1:02.43 4 第4位

12 永井　友悠 シーハイル 1:10.04 5 第5位

10 峯村　俐星 一般 1:18.91 6 第6位

女子小学生高学年 12人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

25 高柳　万葉 ジュニアR :45.94 1 優勝

31 小林　　花 ジュニアR :47.98 2 準優勝

30 加藤　優奈 シーハイル :53.46 3 第3位

28 加藤　愛奈 シーハイル :56.47 4 第4位

21 高田　ゆきの アラモード :59.03 5 第5位

22 峯村　心菜 一般 1:02.47 6 第6位

24 永井　愛莉 シーハイル 1:04.99 7

26 小柏　樹実 安中SC 1:41.85 8

20 内田　すみれ ジュニアR DS

23 加門　未羽 ONELINE DS

27 茂木　結海 ONELINE DS

29 平沼　未菜 ONELINE DS

男子小学生高学年 4人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

42 福田　幸太郎 ジュニアR :45.47 1 優勝

41 安達　一心 ジュニアR :46.19 2 準優勝

43 天方　崚人 ジュニアR :48.27 3 第3位

40 佐藤　雅夏 ONELINE :52.44 4 第4位

45 寺田　航大 シーハイル DS

第36回　高崎ＣＵＰスキー大会
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第36回　高崎ＣＵＰスキー大会

女子40才以上 10人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

56 五十嵐　春江 アラモード :45.56 1 優勝

55 神澤　こずえ シーハイル :46.16 2 準優勝

57 吉田　千寿子 EVERKIDS :47.47 3 第3位

52 増村　有里 ライネF :47.68 4 第4位

54 寺尾　　香 沖電気 :47.81 5 第5位

50 中井　真理子 市役所 :48.97 6 第6位

51 久保田　祐子 群栄化学 :49.66 7

59 丸山　えるむ シーハイル :50.36 8

53 浦野　明子 アドヴァンス DS

58 井口　明美 沖電気 DS

女子30才代 2人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

61 野口　沙織 高崎クラブ :43.30 1 優勝

60 佐々木　幾代 シーハイル DS

女子中学生～29才以下 3人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

71 岩崎　希美 アラモード :43.38 1 優勝

72 遠藤　花歩 ジュニアR :46.23 2 準優勝

70 高橋　芙卯子 シーハイル DS
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第36回　高崎ＣＵＰスキー大会

男子60才以上 27人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

82 五十嵐　永次 アラモード :44.90 1 優勝

80 横坂　　忠 沖電気 :45.94 2 準優勝

93 佐藤　義生 高崎クラブ :46.16 3 第3位

83 上野　節夫 クシダ :46.25 4 第4位

103 中村　弘和 ライネF :46.78 5 第5位

85 田村　直干 高崎クラブ :46.90 6 第6位

84 西谷　幸雄 ライネF :47.03 7

91 飯沼　直樹 クシダ :47.88 8

94 大澤　文一 安中SC :48.20 9

86 岩崎　浩 からっ風 :48.45 10

87 石原　三代志 ジャンボ :49.11 11

101 布施　将雄 藤岡SC :49.56 12

100 恩田　学 シーハイル :50.03 13

96 山田　秀弘 クシダ :50.18 14

81 関口　智正 EVERKIDS :50.31 15

104 入澤　長二 一般 :51.25 16

88 高橋　雅明 市役所 :51.85 17

102 湯浅　賢一 シーハイル :52.01 18

98 加藤　　斌 高崎クラブ :54.15 19

92 堀米　幸三 ライネF :54.95 20

90 丸山　恭一 シーハイル :59.43 21

95 湯浅　祐吉 シーハイル 1:05.43 22

97 木檜　信次 ライネF DF

105 安藤　哲夫 アドヴァンス DF

89 村松　祥二 一般 DS

99 竹内　俊一 安中SC DS

106 箕輪　進一 アドヴァンス DS
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第36回　高崎ＣＵＰスキー大会

男子50才代 32人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

119 岡田　隆幸 ライネF :42.37 1 優勝

120 滝上　陽一 高崎クラブ :43.77 2 準優勝

127 木村　睦 藤岡SC :44.16 3 第3位

124 佐々木　伸 シーハイル :44.63 4 第4位

135 田中　正夫 アドヴァンス :44.75 5 第5位

142 丸橋　比左士 アドヴァンス :45.17 6 第6位

111 山崎　啓志 市役所 :45.56 7

134 黒沢　亨 安中SC :45.62 8

113 井口　勉 沖電気 :46.18 9

141 天田　雅之 一般 :46.50 10

128 吉田　忠雄 ライネF :46.59 11

140 関根　信雄 アドヴァンス :46.85 12

143 木戸　岩夫 群栄化学 :47.04 13

131 横田　裕一 市役所 :47.17 14

123 吉田　俊樹 市役所 :47.41 15

139 小野里　貞利 一般 :47.61 16

115 真庭　達也 ONELINE :47.70 17

125 櫻井　順二 群栄化学 :48.07 18

112 小板橋　俊介 シーハイル :48.53 19

126 石脇　尚武 クシダ :52.67 20

116 石原　信庸 群栄化学 :52.89 21

114 中島　龍哉 ジュニアR :53.01 22

133 工藤　　実 クシダ :53.67 23

137 長坂　康男 群栄化学 :56.95 24

110 澤部　明宏 EVERKIDS DS

117 多胡　正男 クシダ DS

118 松島　直樹 一般 DS

122 渥美　昌明 EVERKIDS DS

130 黒田　真右 EVERKIDS DS

132 田中　和彦 群栄化学 DS

136 長谷川　隆志 市役所 DS

138 遠間　千明 クシダ DS
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第36回　高崎ＣＵＰスキー大会

男子40才代 31人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

154 高田　津樹夫 アラモード :42.13 1 優勝

174 峯村　順一 市役所 :42.74 2 準優勝

172 下川　　晃 アラモード :43.14 3 第3位

165 新井　鉄也 アラモード :43.46 4 第4位

155 小林　健悟 高崎クラブ :43.72 5 第5位

158 天田　徹也 市役所 :44.14 6 第6位

161 宮崎　良高 沖電気 :44.19 7

179 岩崎　正己 アラモード :44.21 8

160 高橋　文春 ルネサス :44.25 9

157 桜井　信彦 クシダ :44.55 10

152 江積　貴志 一般 :44.85 11

156 中井　保幸 ONELINE :44.90 12

180 佐藤　淳仁 群栄化学 :45.40 13

164 伊丹　高保 シーハイル :45.57 14

150 小野塚　仁 沖電気 :45.90 15

178 植木　　淳 群栄化学 :46.03 16

153 永井　敦久 シーハイル :47.10 17

169 吉田　栄男 EVERKIDS :47.15 18

171 小柏　友樹史 安中SC :47.16 19

163 金井　浩貴 安中SC :47.50 20

168 本間　澄行 市役所 :48.24 21

176 金山　龍一 アラモード :49.27 22

151 柳井　一喜 群栄化学 :49.30 23

162 石田　八郎 群栄化学 :51.14 24

173 城田　雅之 クシダ :53.48 25

177 民部田　亘 クシダ :55.11 26

159 阿部　俊樹 EVERKIDS DS

166 神保　篤 高崎クラブ DS

167 薗田　昌樹 クシダ DS

170 福島　敦史 群栄化学 DS

175 小島　芳行 群栄化学 DS
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第36回　高崎ＣＵＰスキー大会

男子30才代 10人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

195 深井　善朗 沖電気 :43.60 1 優勝

192 白石　哲太郎 クシダ :44.26 2 準優勝

191 桜井　隆行 シーハイル :46.21 3 第3位

198 福島　　建 市役所 :46.35 4 第4位

193 須藤　典夫 市役所 :46.46 5 第5位

199 内田　昌宏 EVERKIDS :47.61 6 第6位

196 鈴木　　智 市役所 :50.28 7

197 神山　尚士 EVERKIDS :50.35 8

190 大谷　義人 群栄化学 DS

194 黒田　英孝 EVERKIDS DS

男子中学生～29才以下 16人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

200 澤部　　慧 EVERKIDS :41.26 1 優勝

202 佐川　太一 シーハイル :42.88 2 準優勝

204 中井　一成 ONELINE :43.51 3 第3位

208 小林　悠 ジュニアR :44.24 4 第4位

210 山口　大裕 沖電気 :44.92 5 第5位

205 住谷　優樹 ジャンボ :50.71 6 第6位

209 佐藤　　篤 沖電気 :59.18 7

201 倉林　宏敬 アラモード DF

203 天方　悠人 ジュニアR DS

206 山田　章博 沖電気 DS

207 安達　稜馬 EVERKIDS DS

211 山内 一般 DS

前走 3人

ゼッケン 氏　　　名 クラブ名 タ　イ　ム 順　位 備　考

① 横田　穂高 :40.60

② 津久井　義晴 :43.39

③ 荒巻　健太 :39.71
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高崎カップ役員作業概要

日程 時刻 庶務係 コース係 旗門審判係 スタート・フィニッシュ係
作業開始 7:30 (ロッジ内)

・受付準備 コース準備 コース準備 ※ｽﾀｰﾄ･ﾌｨﾆｯｼｭ記録
･クラブゼッケン配布 ※ポール･籏･レンチ 表機材確保
･旗門審判器材 などどこから出し･どこ ※無線確保

7:45 ･役員機材 へしまうのか事前にス ﾏｰｷﾝｸﾞ確保 コース準備
･役員リフト券 キー場に確認しておく ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ確保 ※コース係に協力
･役員日当 こと 無線確保
･前走ゼッケン 機材確保 (コース内)

ドリル確保 ポールセット
受付開始 8:00 (ロッジ内) 無線確保 ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ

クラブ受付 ※主管クラブ召集 ﾏｰｷﾝｸﾞ
役員受付 (コース内)
前走受付 ポールセット
機材配布 ･機材確保
無線配布 ･セッター指示

開会式準備(ｺﾞｰﾙｴﾘｱ)
放送指示
式次第
マイク (コース内)
役員紹介 ｼﾞｭﾘｰｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ

開会式 9:15 (ゴールエリア)
開会式

ｺｰｽｲﾝｽﾍﾟｸ (コース内)
ｼｮﾝ ｺｰｽｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ (コース内)

旗門員配置確認
(スタート)(ゴール)

主管クラブ作業割振り 審判配置
前走スタート 10:10 ･掲示ｽﾀﾝﾊﾞｲ (コース内) 点呼

･ゼッケン回収ｽﾀﾝﾊﾞｲ コース整備 (コース内)
スタンバイ ｺﾞｰﾙﾊｳｽと連絡を取

※競技終了までに旗 合い進行を補助
門員に機材の片づけ
方を指示しておくこと

競技開始 10:15 (ゴールエリア) ※旗門員に整備など ｶﾃｺﾞﾘ毎のｽﾀｰﾄ記録･ スタート･ﾌｨﾆｯｼｭ審判
主管クラブ作業割振り を指示 ジャッジペーパーを回 点呼
･掲示 収｡計時計算係へ届け ※ｶﾃｺﾞﾘ毎にｽﾀｰﾄ記
･ゼッケン回収 る 録を旗門審判係に渡
※回収後不足確認 コース整備 コース整備 し､計時計算係へ届け

る｡ﾌｨﾆｯｼｭも同様

競技終了 12:20 (ロッジ内) (コース内) (コース内) ※速やかに全てのｽ
(予定) ゼッケン不足確認 後片づけ ｽﾀｰﾄ記録･ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰ ﾀｰﾄ記録を旗門審判

旗門審判員機材回収 ※機材の片づけの指 ﾊﾟｰ回収計時計算係へ 係に渡し､計時計算係
役員機材回収 示をする へ届ける｡
無線回収 ※ﾌｨﾆｯｼｭ審判は計時
閉会式準備 計算係へﾌｨﾆｯｼｭ記録
放送指示 表を届ける

公開練習 式次第 ※練習ポールセット ※練習ポールセット ※練習ポールセット
マイク
賞状印刷

練習終了 (ロッジ内) (ロッジ内) (ロッジ内)
機材返却 機材返却 機材返却
ドリル返却 ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞ返却 後片づけ
無線返却 ﾏｰｷﾝｸﾞ返却 閉会式準備

後片づけ
閉会式準備 閉会式準備

閉会式 14:30 (ロッジ内)
(予定) 閉会式

大会終了 (ロッジ内)
後片づけ･機材返却
(コインランドリー)
ゼッケン乾燥



日程 時刻
作業開始 7:30

7:45

受付開始 8:00

開会式 9:15

ｺｰｽｲﾝｽﾍﾟｸ
ｼｮﾝ

前走スタート 10:10

競技開始 10:15

競技終了 12:20
(予定)

公開練習

練習終了

閉会式 14:30
(予定)

大会終了

計時計算係 主審･副審 TD・競技委員長

※機材確保
※無線確保

※大会中を通状況を ※大会中を通状況を
監視 監視

(ゴールハウス)
スキー場オペレーター (コース内) (コース内)
との打合わせ ｼﾞｭﾘｰｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ ｼﾞｭﾘｰｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ
当日に選手が追加された等
場合は､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰに連絡｡
対処をする｡

※各方面と連絡を取
り､準備状況を確認､ (ゴールハウス)
競技の進行をオペ スタンバイ
レータに指示 ※ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ確認

※失格の判定
※競技中はｺﾞｰﾙﾊｳｽ
内に待機｡回収された
ｽﾀｰﾄ･ﾌｨﾆｯｼｭ記録･
ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰﾊﾟｰを受取り
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰに伝える｡ ※競技中はｺﾞｰﾙﾊｳｽ ※状況を監視｡コース
※各ｶﾃｺﾞﾘの仮掲示 内に待機｡回収された 係に整備などを指示
が出来たら､掲示係に ｽﾀｰﾄ･ﾌｨﾆｯｼｭ記録･
掲示を支持 ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰﾊﾟｰを受取り
※公式記録を主審へ 判定をする｡
※再レースの対応 公式記録にサイン

※全ての選手が滑走 ※全ての選手が滑走
後ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ･ｽﾀｰ 後ｼﾞｬｯｼﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ･ｽﾀｰ
ﾄ記録･ﾌｨﾆｯｼｭ記録を ﾄ記録･ﾌｨﾆｯｼｭ記録を
確認｡公式記録を作成 確認｡公式記録を作成
※公式記録を主審へ
※公式記録をスキー ※公式記録にｻｲﾝ
場と庶務係に渡す｡
(ロッジ内)
ｽｷｰ場賞状印刷
賞状を庶務係へ

(ロッジ内)
閉会式

(ロッジ内)
後片づけ･機材返却
(コインランドリー)
ゼッケン乾燥
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