
第77回　国民体育大会冬季大会スキー競技会
第72回　中部日本スキー大会
第100回 全日本スキー選手権大会
2022 全日本スキー連盟ポイントレース
第71回　全国高等学校スキー大会 
第34回 全国高等学校選抜スキー大会
第59回　全国中学校スキー大会 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 三　重　県　予　選　会（中高生大会）

　   　　プ　ロ　グ　ラ　ム
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

期日 2022年1月9日（日）-10日(月）

会場 アルペン　 　ほおのき平スキー場

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ　ほおのき平スキー場(中高生)

期日 2022年1月15日（土）-16日(日）

会場 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ　ひるがの高原　牧歌の里(国体.中日予選)

主催 三重県

三重県教育委員会

(公財)三重県スポーツ協会

三重県高等学校体育連盟

主管 三重県スキー連盟

三重県高体連スキー専門部

後援 ほおのき平スキー場



1. 大会役員

　　　会　長     馬場　淳

　　　副会長　 　中村　博司

　　　委員長　 　伊藤　六榮

　　　副委員長 　清滝　克徳　　　　浅井　豊司

 

２．競技役員

　（アルペン）

　　　技術代表 　  　　前田　巌

　　　主　　審　　　   中村　博司　　　　　　　　　　　　　　旗門員

　　　競技委員長    　 清滝　克徳　　　　　　　　　　　　　　馬場　淳

　　　出発審判長　　  (9日)奥　節哉　　(10日)武田洋一　　 　 大川　桃子

　　　旗門係長　　　  (9日)武田　洋一　(10日)松岡幸哉　　　　清滝　克徳

　　　計時計算係長　   松岡　幸哉【高体連】　　　　　　　　　松岡　幸哉(10日のみ）

　　　計時計算係　　   辻野　拓郎【高体連】　　　　　　　　　辻野　拓郎

　　　総　　務　　　　 奥　節哉　　　　　　　　　　　　　　　奥　節哉(10日のみ)

　　　受　　付　　　   大川　桃子

　　　セッター　　   　ほおのき平スキー場

　（クロスカントリー)

　　（9-10日）中高生予選会

　　　技術代表　　　    浅井　豊司

      主　　審　　　　　伊藤　六榮

　　　競技委員長 　     石田　達矢

      計時計算係長　　　中山　敦雄

      計時計算係　　　　三羽　栄一郎

      コース係長　　　　中世古　法子

      旗門審判係長　　　半田　誠

      スタートゴール審判・点呼係 　杉山　英史

      総　　務        　杉山　英史

　　（15-16日）国体中日大会予選会

　　　技術代表　　　    浅井　豊司

　　　競技委員長 　     石田　達矢

      計時計算・コース係長　中世古　法子

      総　　務　　　　　清水　万平
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スタートリスト　　

三重県中高生大会

ジャイアントスラローム競技

前走

  Ａ

  Ｂ

Ｃ

  Ｄ

女　子

ビブ№ 氏　名 学校名 ポイント

43 小川　玲 海星高等学校 170.85

44 鈴木　苺愛 津西高等学校 321.53

45 松浪　千紘 名張青峰高等学校 237.01

46 十亀　希空 大池中学校 184.55

男　子

ビブ№ 氏　名 学校名 ポイント

47 伊勢　琢翔 津田学園高等学校 298.22

48 鳥羽　大晴 暁高等学校 179.55

49 橋倉　蒼依 津田学園中学校 57.67

50 杉浦　伯 陽和中学校

タイム

タイム
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スタートリスト　　

三重県予選会
ジャイアントスラローム競技

小学生男子
ビブ№ 氏　名 クラブ クラス ﾎﾟｲﾝﾄ

51 本田　怜央 津市スキー協会 男小
52 小泉　岳大 みえジュニア 男小
53 保田　一颯 津市スキー協会 男小
54 小泉　昊大 みえジュニア 男小
55 北村　豪琉 四日市ＳＣ 男小

女　子
ビブ№ 氏　名 クラブ クラス ﾎﾟｲﾝﾄ

61 勝正　雪乃 鈴鹿ＳＣ 女Ａ 30.90
62 小川　玲 海星高等学校 女高 170.85
63 鳥山　真弓 松阪ＲＣ 女Ｃ 75.19
64 中澤　真緒 森川建設ＳＣ 女Ｂ 0.00
65 西井　比呂 松阪ＲＣ 女Ａ 42.00
66 十亀　希空 大池中学校 女中 184.55
67 松浪　千紘 名張青峰高等学校 女高 237.01
68 鈴木　苺愛 津西高等学校 女高 321.53

男　子
ビブ№ 氏　名 クラブ クラス ﾎﾟｲﾝﾄ

71 玉田　智也 松阪ＲＣ 男Ａ 35.00
72 林　風月 菰野ＳＣ 男Ａ 77.53
73 森川　幸彦 森川建設SC 男Ｃ 39.55
74 橋本　和典 津市スキー協会 男Ｄ 93.15
75 河合  伸郎 スノーメイト名張 男Ｃ 188.05
76 高橋　史也 アルプスＳＣ 男Ｂ 27.55
77 大川　直輝 松阪RC 男Ｂ 88.07
78 鳥山　真也 松阪RC 男Ｃ 44.31
79 鳥羽　大晴 暁高等学校 男高 179.55
80 西井　巧輝 松阪RC 男Ａ 119.48
81 橋倉　蒼依 津田学園中学校 男中 57.67
82 下出　晃央 松阪ＲＣ 男Ａ 68.12
83 勝正　雄大 鈴鹿ＳＣ 男Ａ 27.80
84 南谷　直 鈴鹿ＳＣ 男Ｃ 62.61
85 松岡　幸哉 松阪ＲＣ 男Ｅ 173.48
86 保田　友由 津市スキー協会 男Ｄ 194.83
87 池浦　快哉 アルプスＳＣ 男Ａ 264.57
88 伊勢　琢翔 津田学園高等学校 男高 298.22
89 杉浦　伯 陽和中学校 男中
90 溝口　晴崇 鳥羽ＳＣ 男Ｃ

１戦目 ２戦目

タイム
１戦目 ２戦目

タイム

2022/1/9

タイム
１戦目 ２戦目
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スタートリスト　　

三重県予選会

スラローム競技
前走

Ａ

Ｂ

Ｃ

　Ｄ

女　子

ビブ№ 氏　名 クラブ クラス ポイント

91 勝正　雪乃 鈴鹿ＳＣ 女Ａ 0.00

92 小川　玲 海星高等学校 女高 70.74

93 十亀　希空 大池中学校 女中 184.55

94 松浪　千紘 名張青峰高等学校 女高 205.48

95 鈴木　苺愛 津西高等学校 女高

96 池浦　智恵美 アルプスＳＣ 女Ｃ

男　子

ビブ№ 氏　名 クラブ クラス ポイント

101 橋倉　蒼依 津田学園中学校 男中 53.80

102 下出　晃央 松阪ＲＣ 男Ａ 455.94

103 高橋　史也 アルプスＳＣ 男Ｂ 3.40

104 林　風月 菰野ＳＣ 男Ａ 61.40

105 勝正　雄大 鈴鹿ＳＣ 男Ａ 11.08

106 鳥羽　大晴 暁高等学校 男高 159.88

107 玉田　智也 松阪ＲＣ 男Ａ 168.70

108 南谷　直 鈴鹿ＳＣ 男Ｃ 117.16

109 伊勢　琢翔 津田学園高等学校 男高 279.45

110 杉浦　伯 陽和中学校 男中

タイム

１本目 ２本目

2022/1/10

タイム

１本目 ２本目
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第7回　MORIKAWA CUP

ジャイアントスラローム競技

女　子

ビブ№ 氏　名 クラブ

111 池浦　智恵美 アルプスＳＣ

112 鳥山　真弓 松阪ＲＣ

男　子

ビブ№ 氏　名 クラブ

113 鳥山　長太郎 松阪ＲＣ

114 南谷　直 鈴鹿ＳＣ

115 成田　学 岐阜県

116 玉田　智也 松阪ＲＣ

117 林　風月 菰野ＳＣ

118 勝正　雄大 鈴鹿ＳＣ

119 橋倉　蒼依 四日市ＳＣ

120 杉山　晴郎 松阪ＲＣ

121 池田　晃太郎 岐阜県

122 池田　晃 岐阜県

123 小山　一樹 石川県

124 野々村　敦 岐阜県

125 橋本　和典 津スキー協会

女　子 男　子

ビブ№ 氏　名 所属 ビブ№ 氏　名 所属

131 田中　美雅 岐阜県連女中 161 南　裕太 岐阜県連男中

132 大森　那菜 岐阜県連女中 162 新谷　凌也 岐阜県連男中

133 鈴口　真央 岐阜県連女中 163 中垣　渓太 岐阜県連男中

134 高原　百香 岐阜県連女中 164 滝村　武蔵 岐阜県連男中

135 川端　咲千絵 岐阜県連女中 165 中畑　一郎 岐阜県連男中

136 溝脇　妃莉 岐阜県連女中 166 山村　泰蔵 岐阜県連男中

137 今村　千春 岐阜県連女中 167 中沢　花道 岐阜県連男中

138 谷口　陽向 岐阜県連女中 168 塩谷　聡大 岐阜県連男中

139 石川　晴菜 岐阜県連女中 169 岡田　康汰 岐阜県連男中

140 三上　友希 岐阜県連女成 170 南　健太郎 岐阜県連男中

171 古田　尚之 岐阜県連男中

172 反保　稜太 岐阜県連男中

173 木本　義仁 岐阜県連男中

174 向田　遼真 岐阜県連男中

175 垣内　春星 岐阜県連男中

176 野呂　洸翔 岐阜県連男中

177 植野　冬偉 岐阜県連男中

178 大塚　遼翔 岐阜県連男中

179 後藤　穂高 岐阜県連男中

180 近松　恒祐 岐阜県連男中

181 中西　由 岐阜県連男中
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小中高校生等スタートリスト　　

クラシカル競技

ビブNo 氏　　名 学校名/クラブ クラス 距離 スタート時刻 ゴール時刻 タイム

151 青木　祐奈 静岡県女小 3km

152 山中　朝陽 雪団五十鈴 男小 3km

153 山本　美緒 白子中学校 女中 5km

154 青木　大翔 静岡県男中 5km

155 山中　舜也 五十鈴中学校 男中 5km

156 青木　颯汰 静岡県男中 5km

157 清水　太一 暁中学校 男中 5km

158 山本　茉那 暁高等学校 女高 5km

159 早川　元希 海星高等学校 男高 10km

160 川高　慎之輔 暁高等学校 男高 10km

スタートリスト　　

フリー競技

ビブNo 氏　　名 学校名/クラブ クラス 距離 スタート時刻 ゴール時刻 タイム

151 青木　祐奈 静岡県女小 3km

152 山中　朝陽 雪団五十鈴 男小 3km

153 山本　美緒 白子中学校 女中 5km

154 青木　大翔 静岡県男中 5km

155 山中　舜也 五十鈴中学校 男中 5km

156 青木　颯汰 静岡県男中 5km

157 清水　太一 暁中学校 男中 5km

158 山本　茉那 暁高等学校 女高 5km

159 早川　元希 海星高等学校 男高 10km

160 川高　慎之輔 暁高等学校 男高 10km

2022/1/9

2022/1/10
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三重県・静岡県合同予選会

会　場　　ほおのき平スキー場

7：30-8；00　 受付 (ｽｷｰｾﾝﾀｰ)

8：00- GSL 1stセット 08:00 08:00

8：10-8：30　 競技役員会議 (ｽｷｰｾﾝﾀｰ)

8：40-9：00　 インスペクション

09:00 09:00

9:15 前走スタート

9：20 ＧＳＬ 三重県中高生大会（8名）

9：30

9：45 10:00 10 00

10:10

10：35-10：55

（MORIKAWA CUPを含む） 11:00 11 00

11：20 前 走 ス タ ー ト

11：25 ＧＳＬ 三重県予選会(31名)

11：45 ＧＳＬ 静岡県選手権(44名)

12:00 12 00

12：10 MORIKAWA CUP(46名)

12：30 競 技 終 了

13：00 13 00

14：00 三重県1日目閉会式

会　場　　ほおのき平スキー場
08:00 08:00

8：00

8：10-8：30　 競技役員会議 (ｽｷｰｾﾝﾀｰ)

8：40-9：00　 インスペクション

09：00 09 00

9：10 前走スタート

9：15 ＳＬ　1st　race  静岡県(32名)

9：40 ＳＬ　1st　race　三重県(16名)

9：50 2nd　セット 10：00 10 00

10：10-10：30　

10：55 前 走 ス タ ー ト

11：00 ＳＬ　2nd　race 三重県 11：00 11 00

11：10

11：30 SL競技終了

12：00 12 00

13：00 13：00 13 00

注：タイムスケジュールは、現地での公式掲示までの仮スケジュールです。

検温を行いますので、必ず
選手本人が健康管理シート
と参加希望調書を持参して

受付してください

(全中.東海北陸中学生、インターハイ
大会説明）会場白樺３Ｆ

　SL　1st　ｾｯﾄ

2ndインスペクション

ＳＬ　2nd　race 静岡県

三重県　閉会式

ＧＳＬ 静岡県国体予選会(25名)

ＧＳＬ 三重県予選会(31名)

GSL 2nd セット

　2nd インスペクション

７



三重県・静岡県合同予選会

会　場　　ほおのき平スキー場
15：00-15:30　 受付 (ｽｷｰｾﾝﾀｰ)

開会式

19：00-19：30　 TCM、競技役員会議（本部宿舎）

会　場　　ほおのき平スキー場

9：00 コース公開 09:00 09:00

10：55 前走（クラシカル）

11：00 小学生 3Km

中学女子 5Km 13:00 13 00

少年女子 5Ｋｍ

中学男子 5Ｋｍ

男子C（静岡） 5Ｋｍ

11：30 少年男子 10Ｋｍ

（静岡県4名）

（三重県7名）

12：15 競技終了 14:00 14 00

会　場　　ほおのき平スキー場

9：00 9:00 9 00

9：55 前走（フリー）

10：00 小学生 3Km 10：00 10 00

中学女子 5Km

少年女子 5Ｋｍ

中学男子 5Ｋｍ

男子C（静岡） 5Ｋｍ

10：30 少年男子 10Ｋｍ

（静岡県4名）

（三重県7名）

11：00 11 00
11：15 競技終了

12：00 12 00
13：00

13 00

注：タイムスケジュールは、現地での公式掲示までの仮スケジュールです。

コース公開

閉会式

(全中.東海北陸中学生、イ
ンターハイ大会説明）

検温を行いますので、必ず選
手本人が健康管理シートと参
加希望調書を持参して受付し
てください
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