
令和 4 年 2月 5日 

各位 

岐阜県スキー連盟 

フリースタイル部長 

澤田 光宏 

【 重 要 】 

2022 きはしクリニック東海北陸モーグル競技会開催内容について 

 

日頃は本連盟の活動にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

早速ではございますが、岐阜県内への新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点処置発生に伴い、本大会は下記の

内容にて運営いたします。関係者様におかれましては、ご周知賜りますようお願い申し上げます。 

 

― 記 ― 

 

1 本大会は公益財団法人全日本スキー連盟及び岐阜県スキー連盟コロナウイルス感染対策ガイドラインの指針

を遵守し運営します。 

2 本大会は保護者/引率者を除き無観客試合（モーグルコース入口に規制線を設置）です。 

3 コーチエリアへの入場は各都道府県連盟代表コーチ上限 2 名、スタートエリアへの入場は各都道府県連盟代

表コーチ 1 名とします。入場には受付で発行するビブまたは ID カードの提示が必要です。 

4 保護者/引率者の方はコロナウイルス感染予防に十分配慮をいただきソーシャルディスタンスを保ち大声で

の応援を禁止とします。 

5 コースレビューはゴールエリアにて各都道府県連盟代表選手（男女各 1 名）/コーチ（1 名）とアドバイザリ

ー選手/コーチのみが参加可能です。 

6 TCM は大会専用ラインチャットでおこないます。 

7 滑走順を決めるドローは 2 月 18 日正午に（19 日・20 日分とも）おこないます。DNS 申請は競技時間開始前

までに大会専用ラインチャットか本部テントで申告ください。 

8 公式掲示板は三密回避の観点から設置しません。公式情報の入手は本大会専用のラインチャットもしくは会

場内アナウンスをお聴きください。 

9 開会式及び閉会式はおこないません。入賞者には賞状を後日送付します。リザルトは SAJ データバンクより

ダウンロードをおこなってください。 

10 注意事項 

① 来会時/競技期間中 選手・コーチ及び競技関係者は健康チェックシートを受付に提出しなければならない。 

② 以下の症状に該当するものは参加できない。 

・二週間以内に 37.5℃以上の発熱 

・せき喉の痛み風邪などの症状があるもの 

・だるさ倦怠感や息苦しさ呼吸困難があるもの 

・嗅覚や味覚の異常があるもの 

・体が重く感じるもの 

・疲れやすいなどの症状があるもの 



③ 過去の感染者/病原体保有者/濃厚接触の参加要件は以下の通りとする。 

・感染者 発症日から 10 日以上経過し且つ症状軽快後 72 時間以上経過したもの。あるい

は症状軽快後 24 時間が経過し 24 時間以上間隔をあけ 2 回の PCR 検査もしくは

核酸増幅法で陰性が確認できたもの。 

・抗原体保有者  陽性が確定された日から 10 日間以上経過した場合。あるいは陽性が確定された

日から 6 日間以上経過し 24 時間以上間隔をあけ 2 回の PCR 検査もしくは核酸増

幅法で陰性が確認できたもの。 

濃厚接触者 最終曝露日から 10 日間以上経過した場合。 

④ 競技関係者全員がマスクを着用すること（競技中の選手の不着用は可とする）。 

⑤ 手洗い、アルコールによる手指消毒をこまめにおこなうこと。 

⑥ 他人との距離をできるだけ 2ｍを目安に確保し、大きな声でのコーチング、会話や応援等はおこなわないこ

と。 

⑦ 競技会終了後、3 日以内に大会参加者に体調不良者が出た場合及び、10 日以内に新型コロナウイルス感染症

を発症した場合は、大会時の濃厚接触者も含めて、岐阜県スキー連盟競技本部フリースタイル部長に速やか

に報告しなければならない。連絡先 澤田 TEL : 090-7301-8394 

⑧ 競技会場以外では【ホワイトピアたかすスキー場】新型コロナウイルス感染対策の取り組みを遵守し、トラ

ブル にならないように行動すること。握手やハグはしないこと。写真撮影をおこなう場合は、大きな声で

会話をせず短時間でおこなうこと。リフトに乗車する際はマスクを着用し対面での会話は控えること。 

⑨ スタートエリア、コース内、ゴールエリア、コーチングエリアにおいて 

1. スタートエリア内、コーチングエリア内に入るコーチは最小限に定める。必ず常時マスクを着用する。 

2. インスペクションにおいてソーシャルディスタンスを確保すること。 

3. 大きな声での会話や指導を禁止とする。 

4. 呼吸が乱れている選手に対して十分な対人距離を保たなければならない。 

5. 使用済みのビブはゴールエリアに設置された回収箱に投入をすること。 

 

大会専用ラインチャットはこちらから 

＊ラインチャットは必ず所属先と氏名で登録をお願いします。 

 

 



健康チェックシートは全ての選手・関係者が記録を記し、主催者に提出しなければならない

＊参加する2週間前より記録を付け来場時に提出をする

日付 2月  4日  2月  5日  2月  6日  2月  7日  2月  8日  2月  9日  2月 10日 

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

咳 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

喉の痛み □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

鼻水 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

頭痛 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

下痢・嘔吐 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

味・匂いの異常 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

家族に体調不良 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

海外渡航 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

濃厚接触の可能性 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

日付 2月 11日  2月 12日  2月 13日  2月 14日  2月 15日  2月 16日  2月 17日 

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

咳 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

喉の痛み □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

鼻水 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

頭痛 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

下痢・嘔吐 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

味・匂いの異常 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

家族に体調不良 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

海外渡航 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

濃厚接触の可能性 □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし □あり・□なし

＊競技期間中は毎日提出をする 体調が優れない場合は来場を見合わせる事
切り取り線

 体温 ℃  検温時間 体調 □良好 □不調
 不調の症状

＊ある場合のみ

 チェック

□ 咳 □ 喉の痛み □ 鼻水 □ 頭痛 □ 下痢 □ 吐き気 嘔吐 □ 味 匂いの異状

切り取り線

 体温 ℃  検温時間 体調 □良好 □不調
 不調の症状

＊ある場合のみ

 チェック

□ 咳 □ 喉の痛み □ 鼻水 □ 頭痛 □ 下痢 □ 吐き気 嘔吐 □ 味 匂いの異状

切り取り線

 体温 ℃  検温時間 体調 □良好 □不調
 不調の症状

＊ある場合のみ

 チェック

□ 咳 □ 喉の痛み □ 鼻水 □ 頭痛 □ 下痢 □ 吐き気 嘔吐 □ 味 匂いの異状

加盟団体

2021年  2月  18日  金曜日

 加盟団体

 チーム名

加盟団体

 SAJ競技者NO

 SAJ会員NO

SAJ会員NO

SAJ競技者NO

👇 当日の記録

チーム名

チーム名

2021年  2月  20日  日曜日 SAJ会員NO 加盟団体

SAJ競技者NO チーム名

SAJ競技者NO

👇 競技会までの記録

 提出日

 氏名

    時     分

    時     分

    時     分

 氏名

 提出日

 氏名

 提出日

 氏名

2021年  2月  19日  土曜日 SAJ会員NO



加盟団体 氏名 よみ SAJ競技者登録 所属団体
岐阜県 有賀　一郎 ありが　いちろう 05001965 岐阜フリースタイル
富山県 石田　穹楽 いしだ　くら 05001820 富山ＦＳＣ
秋田県 伊藤　誠二 いとう　せいじ 05000104 チームホットドック!
愛媛県 今井　大介 いまい　だいすけ 05001695 フリーバンプスＴＥＮ愛媛
山梨県 今村　鋭二 いまむら　えいじ 05000297 Ｅ組
富山県 岩崎　一彦 いわさき　かずひこ 05000830 富山ＦＳＣ
広島県 岩田　徹 いわた　とおる 05002001 ピステスキークラブ
兵庫県 植山　康弘 うえやま　やすひろ 05001116 ＰＡＰＡＳＵ　ＳＫＩ　ＣＬＵＢ
愛知県 内田　光俊 うちだ　てるとし 05000450 東海フリースタイルスキークラブ
高知県 梅原　康司 うめはら　やすし 05000580 クロススタイル高知
愛知県 梅村　浬太朗 うめむら　りたろう 05001910 東海フリースタイルスキークラブ
岐阜県 大坪　和裕 おおつぼ　かずひろ 05001614 岐阜フリースタイル
栃木県 岡本　直樹 おかもと　なおき 05000222 宇都宮スキークラブ
山梨県 小田　行輔 おだ　こうすけ 05001605 Ｅ組
群馬県 笠原　彰人 かさはら　あきと 05001623 前橋スキー連盟
新潟県 加世　昌大 かせ　あきひろ 05001762 エキップFSC
⾧野県 加藤　信之介 かとう　しんのすけ 05001780 白馬村ＳＣ
岐阜県 喜多　元気 きた　げんき 05001657 岐阜フリースタイル
岐阜県 木下　裕史 きのした　ゆうし 05001167 岐阜フリースタイル
大阪府 木村　隆太郎 きむら　りゅうたろう 05001179 チーム3110
北海道 小林　昊椰 こばやし　とおや 05001901 ＴＥＡＭ　ＢＵＭＰＳ
愛知県 酒井　重直 さかい　しげなお 05001826 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 酒井　重治 さかい　しげはる 05001827 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 佐藤　和正 さとう　かずまさ 05001886 東海フリースタイルスキークラブ
東京都 佐藤　暖 さとう　だん 05001996 筑波大学付属中学校
愛知県 佐渡島　悠希 さどしま　はるき 05001912 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 佐野　正幸 さの　まさゆき 05000966 東海フリースタイルスキークラブ
富山県 澤田　匠 さわだ　なる 05001977 富山ＦＳＣ
岐阜県 柴田　寿文 しばた　としふみ 05001617 岐阜フリースタイル
東京都 杉野　哲也 すぎの　てつや 05000808 チームジョックス
愛知県 鈴木　俊章 すずき　としあき 05001186 東海フリースタイルスキークラブ
富山県 関口　豊萌 せきぐち　とも 05001462 富山中部高校
山梨県 髙𣘺　忠 たかはし　ただし 05001032 Ｅ組
大阪府 多田　武史 ただ　たけし 05001180 チーム3110
山梨県 田中　琉偉 たなか　るい 05001982 Ｅ組
群馬県 田村　孝大 たむら　たかひろ 05000762 前橋スキー連盟
広島県 樽谷　俊哉 たるたに　しゅんや 05001830 福山華陽高校
愛知県 垂水　勇優希 たるみ　ゆうき 05001909 東海フリースタイルスキークラブ
北海道 津山　歩琉 つやま　あれん 05001975 ＢＵＭＰＳ
新潟県 富山　恵翔 とみやま　けいと 05001831 エキップFSC
愛知県 永田　眞雪 ながた　ましろ 05001877 東海フリースタイルスキークラブ
東京都 成田　達也 なりた　たつや 05000249 チームジョックス
東京都 西岡　弘毅 にしおか　ひろたか 05000268 チームジョックス
富山県 西出　空牙 にしで　くうが 05001775 富山ＦＳＣ
山梨県 野月　秀計 のづき　ひでかず 05001893 Ｅ組
岐阜県 野々部　雪翔 ののべ　ゆきと 05001895 栄生小学校
北海道 野村　龍久馬 のむら　たくま 05001794 TEAM　BANKEI
広島県 半田　健晴 はんだ　たけはる 05000555 Ｉｔ’ｓ　ＭＩＲＡＣＬＥ
北海道 平岡　芭偉論 ひらおか　ばいろん 05001856 TEAM　BANKEI
北海道 堀尾　英由 ほりお　ひでよし 05001857 TEAM　BANKEI
愛知県 松尾　駿佑 まつお　しゅんすけ 05001746 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 松尾　駿寿 まつお　たかひさ 05001689 東海フリースタイルスキークラブ
大阪府 南　利徳 みなみ　としのり 05001046 チーム3110
愛知県 南口　瞬汰 みなみぐち　しゅんた 05001966 東海フリースタイルスキークラブ
石川県 村田　昌隆 むらた　よしたか 05001872 マッドハウスＭＳＴ
愛知県 杢野　太星 もくの　たいせい 05001824 東海フリースタイルスキークラブ
岐阜県 森　大輔 もり　だいすけ 05000887 岐阜フリースタイル
福井県 山岸　和雅 やまぎし　かずまさ 05001571 福井モーグルスキークラブ
神奈川県 米持　瞬 よねもち　しゅん 05000294 川崎フリースタイルクラブ

2022きはしクリニック東海北陸モーグル競技会　第一戦　エントリーリスト　男子



加盟団体 氏名 よみ SAJ競技者登録 所属団体
岐阜県 浅野　香織 あさの　かおり 05001311 学連
埼玉県 有野　智子 ありの　ともこ 05000656 エクステックさいたま
愛知県 内田　美子 うちだ　よしこ 05000727 東海フリースタイルスキークラブ
新潟県 王　楓 おう　ふう 05001691 エキップFSC
大阪府 大西　智美 おおにし　さとみ 05001484 チーム3110
岐阜県 奥村　姫雪 おくむら　きせつ 05001741 白鳥中学校
兵庫県 神頭　藍 かんとう　あい 05001851 チームボルドネスＦＳＣ
岐阜県 上林　澪奈 かんばやし　みおな 05001678 岐阜フリースタイル
岐阜県 北野　沙季 きたの　さき 05001616 大阪学芸高校
岐阜県 木全　彩寧 きまた　あやね 05001661 愛知淑徳高校
愛知県 木村　優那 きむら　ゆな 05001625 東海フリースタイルスキークラブ
北海道 工藤　凛菜 くどう　りんな 05001855 TEAM　BANKEI
東京都 倉持　心星 くらもち　きらり 05001867 チームジョックス
広島県 河野　瑞希 こうの　みずき 05001908 二葉中学校
新潟県 佐生　彩七 さそう　あやな 05001822 エキップFSC
愛知県 佐渡島　純子 さどしま　じゅんこ 05000730 東海フリースタイルスキークラブ
山梨県 清水　美幸 しみず　みゆき 05001896 Ｅ組
岐阜県 鈴木　桃子 すずき　ももこ 05001742 一柳中学校
富山県 多田　優花 ただ　ゆうか 05001772 富山ＦＳＣ
富山県 塚田　真央 つかだ　まお 05001817 富山ＦＳＣ
新潟県 寺川　未来 てらかわ　みく 05001703 エキップFSC
岐阜県 寺澤　穂乃佳 てらさわ　ほのか 05001390 岐阜フリースタイル
岐阜県 野々部　莉桜 ののべ　りお 05001743 天神山中学生
岐阜県 野々部　莉来 ののべ　りく 05001811 栄生小学校
北海道 畑田　繭 はただ　まゆ 05000735 ピリカ自然塾スキー部
⾧野県 広瀬　怜楠 ひろせ　れいな 05001783 信州大学教育学部付属松本中学校
埼玉県 藤原　香理奈 ふじわら　かりな 05001547 アミィスキークラブ

2022きはしクリニック東海北陸モーグル競技会　第一戦　エントリーリスト　女子



加盟団体 氏名 よみ SAJ競技者登録 所属団体
岐阜県 有賀　一郎 ありが　いちろう 05001965 岐阜フリースタイル
富山県 石田　穹楽 いしだ　くら 05001820 富山ＦＳＣ
秋田県 伊藤　誠二 いとう　せいじ 05000104 チームホットドック!
愛媛県 今井　大介 いまい　だいすけ 05001695 フリーバンプスＴＥＮ愛媛
山梨県 今村　鋭二 いまむら　えいじ 05000297 Ｅ組
広島県 岩田　徹 いわた　とおる 05002001 ピステスキークラブ
兵庫県 植山　康弘 うえやま　やすひろ 05001116 ＰＡＰＡＳＵ　ＳＫＩ　ＣＬＵＢ
愛知県 内田　光俊 うちだ　てるとし 05000450 東海フリースタイルスキークラブ
高知県 梅原　康司 うめはら　やすし 05000580 クロススタイル高知
愛知県 梅村　浬太朗 うめむら　りたろう 05001910 東海フリースタイルスキークラブ
岐阜県 大坪　和裕 おおつぼ　かずひろ 05001614 岐阜フリースタイル
埼玉県 大村　真一郎 おおむら　しんいちろう 05000196 朝霞市スキー連盟
栃木県 岡本　直樹 おかもと　なおき 05000222 宇都宮スキークラブ
山梨県 小田　行輔 おだ　こうすけ 05001605 Ｅ組
群馬県 笠原　彰人 かさはら　あきと 05001623 前橋スキー連盟
新潟県 加世　昌大 かせ　あきひろ 05001762 エキップFSC
⾧野県 加藤　信之介 かとう　しんのすけ 05001780 白馬村ＳＣ
岐阜県 喜多　元気 きた　げんき 05001657 岐阜フリースタイル
岐阜県 木下　裕史 きのした　ゆうし 05001167 岐阜フリースタイル
大阪府 木村　隆太郎 きむら　りゅうたろう 05001179 チーム3110
北海道 小林　昊椰 こばやし　とおや 05001901 ＴＥＡＭ　ＢＵＭＰＳ
愛知県 酒井　重直 さかい　しげなお 05001826 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 酒井　重治 さかい　しげはる 05001827 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 佐藤　和正 さとう　かずまさ 05001886 東海フリースタイルスキークラブ
東京都 佐藤　暖 さとう　だん 05001996 筑波大学付属中学校
愛知県 佐渡島　悠希 さどしま　はるき 05001912 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 佐野　正幸 さの　まさゆき 05000966 東海フリースタイルスキークラブ
富山県 澤田　匠 さわだ　なる 05001977 富山ＦＳＣ
岐阜県 柴田　寿文 しばた　としふみ 05001617 岐阜フリースタイル
東京都 杉野　哲也 すぎの　てつや 05000808 チームジョックス
愛知県 鈴木　俊章 すずき　としあき 05001186 東海フリースタイルスキークラブ
富山県 関口　豊萌 せきぐち　とも 05001462 富山中部高校
山梨県 髙𣘺　忠 たかはし　ただし 05001032 Ｅ組
大阪府 多田　武史 ただ　たけし 05001180 チーム3110
山梨県 田中　琉偉 たなか　るい 05001982 Ｅ組
群馬県 田村　孝大 たむら　たかひろ 05000762 前橋スキー連盟
広島県 樽谷　俊哉 たるたに　しゅんや 05001830 福山華陽高校
愛知県 垂水　勇優希 たるみ　ゆうき 05001909 東海フリースタイルスキークラブ
北海道 津山　歩琉 つやま　あれん 05001975 ＢＵＭＰＳ
新潟県 富山　恵翔 とみやま　けいと 05001831 エキップFSC
愛知県 永田　眞雪 ながた　ましろ 05001877 東海フリースタイルスキークラブ
東京都 成田　達也 なりた　たつや 05000249 チームジョックス
東京都 西岡　弘毅 にしおか　ひろたか 05000268 チームジョックス
富山県 西出　空牙 にしで　くうが 05001775 富山ＦＳＣ
山梨県 野月　秀計 のづき　ひでかず 05001893 Ｅ組
岐阜県 野々部　雪翔 ののべ　ゆきと 05001895 栄生小学校
北海道 野村　龍久馬 のむら　たくま 05001794 TEAM　BANKEI
広島県 半田　健晴 はんだ　たけはる 05000555 Ｉｔ’ｓ　ＭＩＲＡＣＬＥ
北海道 平岡　芭偉論 ひらおか　ばいろん 05001856 TEAM　BANKEI
北海道 堀尾　英由 ほりお　ひでよし 05001857 TEAM　BANKEI
愛知県 松尾　駿佑 まつお　しゅんすけ 05001746 東海フリースタイルスキークラブ
愛知県 松尾　駿寿 まつお　たかひさ 05001689 東海フリースタイルスキークラブ
大阪府 南　利徳 みなみ　としのり 05001046 チーム3110
愛知県 南口　瞬汰 みなみぐち　しゅんた 05001966 東海フリースタイルスキークラブ
石川県 村田　昌隆 むらた　よしたか 05001872 マッドハウスＭＳＴ
愛知県 杢野　太星 もくの　たいせい 05001824 東海フリースタイルスキークラブ
岐阜県 森　大輔 もり　だいすけ 05000887 岐阜フリースタイル
福井県 山岸　和雅 やまぎし　かずまさ 05001571 福井モーグルスキークラブ
神奈川県 米持　瞬 よねもち　しゅん 05000294 川崎フリースタイルクラブ
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加盟団体 氏名 よみ SAJ競技者登録 所属団体
岐阜県 浅野　香織 あさの　かおり 05001311 学連
埼玉県 有野　智子 ありの　ともこ 05000656 エクステックさいたま
愛知県 内田　美子 うちだ　よしこ 05000727 東海フリースタイルスキークラブ
新潟県 王　楓 おう　ふう 05001691 エキップFSC
大阪府 大西　智美 おおにし　さとみ 05001484 チーム3110
岐阜県 奥村　姫雪 おくむら　きせつ 05001741 白鳥中学校
兵庫県 神頭　藍 かんとう　あい 05001851 チームボルドネスＦＳＣ
岐阜県 上林　澪奈 かんばやし　みおな 05001678 岐阜フリースタイル
岐阜県 北野　沙季 きたの　さき 05001616 大阪学芸高校
岐阜県 木全　彩寧 きまた　あやね 05001661 愛知淑徳高校
愛知県 木村　優那 きむら　ゆな 05001625 東海フリースタイルスキークラブ
北海道 工藤　凛菜 くどう　りんな 05001855 TEAM　BANKEI
東京都 倉持　心星 くらもち　きらり 05001867 チームジョックス
広島県 河野　瑞希 こうの　みずき 05001908 二葉中学校
新潟県 佐生　彩七 さそう　あやな 05001822 エキップFSC
愛知県 佐渡島　純子 さどしま　じゅんこ 05000730 東海フリースタイルスキークラブ
山梨県 清水　美幸 しみず　みゆき 05001896 Ｅ組
岐阜県 鈴木　桃子 すずき　ももこ 05001742 一柳中学校
富山県 多田　優花 ただ　ゆうか 05001772 富山ＦＳＣ
富山県 塚田　真央 つかだ　まお 05001817 富山ＦＳＣ
新潟県 寺川　未来 てらかわ　みく 05001703 エキップFSC
岐阜県 寺澤　穂乃佳 てらさわ　ほのか 05001390 岐阜フリースタイル
岐阜県 野々部　莉桜 ののべ　りお 05001743 天神山中学生
岐阜県 野々部　莉来 ののべ　りく 05001811 栄生小学校
北海道 畑田　繭 はただ　まゆ 05000735 ピリカ自然塾スキー部
⾧野県 広瀬　怜楠 ひろせ　れいな 05001783 信州大学教育学部付属松本中学校
埼玉県 藤原　香理奈 ふじわら　かりな 05001547 アミィスキークラブ
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内容 開始時刻 終了時刻 場所

リフト始動（アルファークワッドリフト）
＊デルタペア運休の可能性あり

8:00

コース整備 8:30 ～ 12:30 モーグルコース

きはしクリニック東海北陸モーグル競技会受付
（二戦ともに出場の選手は二戦分の受付を行います）

10:30 ～ 12:00
ホワイトステーション2F
エスカレーター降場付近

男女コースインスペクション 12:45 ～ 13:00 モーグルコース

男女公式トレーニング 13:00 ～ 13:50 ;

コース整備 13:50 ～ 14:00 ;

男女公式トレーニング 14:00 ～ 14:50 ;

コースレビュー 14:30 ～ 14:40 ゴールエリア

チームキャプテンズミーティング 15:00 ～ 15:15 ラインチャット使用

内容 開始時刻 終了時刻 場所

リフト始動（アルファークワッドリフト）
＊デルタペア運休の可能性あり

7:00

コース整備 7:30 ～ 9:00 モーグルコース

男女コースインスペクション（予選） 9:00 ～ 9:10 ;

男女公式トレーニング（予選） 9:10 ～ 9:55 ;

コース整備 9:55 ～ 10:10 ;

前走スタート 10:10 ～ 10:15 ;

女子予選 10:15 ～ 11:15 ;

男子予選 11:15 ～ 12:30 ;

予選終了後 待機時間 12:30 ～ 12:45 ;

コース整備 12:45 ～ 13:00 ;

男女コースインスペクション（決勝） 13:00 ～ 13:10 ;

男女公式トレーニング（決勝） 13:10 ～ 13:50 ;

コース整備 13:50 ～ 14:00 ;

前走スタート 14:00 ～ 14:05 ;

女子決勝 14:05 ～ 14:20 ;

男子決勝 14:20 ～ 14:40 ;

決勝終了後 待機時間 / 受付（第二戦のみ出場選手） 14:40 ～ 14:55 モーグルコース / ホワイトステーション2F

コース整備 / ビブ回収（第二戦のDNSが確定した選手） 14:55 ～ 15:10 ;

男女コースインスペクション（第二戦） 15:10 ～ 15:20 モーグルコース

コースレビュー（第二戦） 15:20 ～ 15:30 ゴールエリア

チームキャプテンズミーティング（第二戦） 15:30 ～ 16:00 ラインチャット使用

内容 開始時刻 終了時刻 場所

リフト始動（アルファークワッドリフト）
＊デルタペア運休の可能性あり

7:00

コース整備 7:30 ～ 9:00 モーグルコース

男女コースインスペクション（予選） 9:00 ～ 9:10 ;

男女公式トレーニング（予選） 9:10 ～ 9:55 ;

コース整備 9:55 ～ 10:10 ;

前走スタート 10:10 ～ 10:15 ;

女子予選 10:15 ～ 11:15 ;

男子予選 11:15 ～ 12:30 ;

予選終了後 待機時間 12:30 ～ 12:45 ;

コース整備 12:45 ～ 13:00 ;

男女コースインスペクション（決勝） 13:00 ～ 13:10 ;

男女公式トレーニング（決勝） 13:10 ～ 13:50 ;

コース整備 13:50 ～ 14:00 ;

前走スタート 14:00 ～ 14:05 ;

女子決勝 14:05 ～ 14:20 ;

男子決勝 14:20 ～ 14:40 ;

決勝終了後 待機時間 14:40 ～ 14:55 ;
プログラムは当日の天候やコースコンディションにより変更となる場合があります。
詳しくはラインチャットとアナウンスをご確認ください。

競　技　プ　ロ　グ　ラ　ム　　第一戦　＆　第二戦　

2022 きはしクリニック東海北陸モーグル競技会

2月  18日 （金）

2月  19日 （土）

2月  20日 （日）



 2022 きはしクリニック東海北陸モーグル競技会 開催要項    

 

― 記 ― 

 

主催：    岐阜県スキー連盟 

共催：    東海北陸ブロック各スキー連盟（愛知県、富山県、石川県、福井県、静岡県、三重県） 

後援：    （公財）全日本スキー連盟 

協賛：    きはしクリニック、株式会社ＫＨＳ、ホワイトピアたかすスキー場、高鷲観光協会、ケイエス建機通商 

田中家せんべい総本家、柏木工株式会社、株式会社ほけん広場、ウォータージャンプＫ-ａｉｒ 

開催日：   第一戦 令和 4 年 2月 18 日（金）～2月 19 日（土） 

       第二戦 令和 4 年 2月 19 日（土）～2月 20 日（日） 

時程：    別紙プログラム参照 

会場：    岐阜県郡上市高鷲町鷲見 512 ホワイトピアたかすスキー場 モーグルコース 

競技種目：  ＭＯ男女モーグル競技（シングルレース） 

参加資格：  SAJ 会員登録と SAJ 競技者登録を完了している者。（会員番号・競技者登録番号・出場希望日の未記入は無効） 

       SAJ スキー安全会または、スポーツ障害保険に加入している者。 

       2020-2021 SAJ ポイントランキング NO.1 において 男子 81 位以降 / 女子 51 位以降の者。 

定員：    男女合わせて 120 名 

出場枠：   東海北陸ブロック各スキー連盟所属の選手は優先的に受付をおこなう。 

定員を超えた場合はランキング上位の選手を優先し受付をおこなう。 

参加できない選手分は申込み用紙とエントリー費を併せ所属連盟へ返送する。 

競技規則：  SAJ 競技規則最新版に準ずる。 

表彰：    第一戦・第二戦とも男女 6位までに賞状。男女 3 位までに記念品。 

申込み方法： 所定の申込用紙に参加料を添え、現金書留にて都道府県連盟毎に一括し、期日までに申込むこと。 

       参加料  8,000 円/一試合 ＊エントリー費の返金はしない。 

       申込期限 令和 2年 2 月 4日（金）必着 

       申込先  ホワイトピアたかす ホワイトピアモーグル大会事務局 加藤宛 

〒501-5302 岐阜県郡上市高鷲町鷲見 512  TEL 0575-72-6311 

その他：   大会に出場する選手は指定された安全具（ヘルメットや流れ止めなど）を正しく装着すること。 

出場選手は公式トレーニングに参加をすること。 

        競技会における事故・怪我などの損害は参加者及び保護者の責任で処理すること。 

       宿泊の紹介は高鷲観光協会（TEL 0575-72-5000） http://kankou.takasu.or.jp/ 

大会専用ラインチャットはこちらから 

＊ラインチャットは必ず所属先と氏名で登録をお願いします。 

 


