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プ ロ グ ラ ム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL / モンデウス飛騨位山スノーパーク 

        R5.1.19（木）～1.20（金） 

CC / デイリー郡上・牧歌の里 XC コース 

        R5.1.13（金）～1.15（日） 

JP.NC / 北海道名寄市ﾋﾟﾔｼﾘｼｬﾝﾂｪ・健康の森 XC コース 

        R4.12.25（日）～12.26（月） 
 
 
 
 

主催 岐 阜 県 ス キ ー 連 盟 



















2023.1.19変更有り

TD

大場　順二 コース係長

大森　良仁 島田　泰和 野呂　利加 内方　一 鈴口　智也

競技委員長 柿下　冬子 モンデウス モンデウス

谷村　宗洋

レフリー

下畑　由衛

スタートレフリー 前走主任 　前走者

新谷　雄一郎 大森　良仁 塩屋　聡大 大森　那菜 反保　綾太 大森　和鼓

フィニッシュレフリー 南　皆惺 田中　大雅 滝村　武蔵

田口　博司

セッター 旗門審判係長 　旗門審判員

大場　順二 中畑　和幸 山田　清明 松山　孝行 曽我　泰彦 伊藤　幸平

谷村　宗洋 旗門連絡員 林　寿 鈴木　智晴 宮嶋　直身

中畑　和幸

セクレタリー 点呼係

大森　景子 長瀬　和宏

ポイント委員

田尻　久徳 計時計算係長 　計時計算係　（放送係ほか）

谷口　宗徳 田尻　久徳 谷口　宗徳 モンデウス モンデウス

庶務係長 　庶務係 マテリアル係

宮腰　一臣 松井　良一 SAG事務局 長瀬　和宏

2023国体岐阜県予選会　アルペン競技役員

　コース係

※AM 8:４0　スキーセンター2F集合

※AM ８:０0　スキーセンター2F集合



コース係長 コース主任
稲田　政則 高木　聡 宮本　泰 町川　洋介

野崎　元久 櫻本　寛樹
小笠原　豊治 上村　二郎

圧雪車主任
山本　知己

前後走主任
高木　菜香 青木　徹郎 幅上　翔太

谷口　晴基
巡査主任
中井　洋

関門主任
足立　正人 中井　裕一 中洞　春貴

会場係長 選手召集主任
瀬上　恒夫 中井　洋（兼）

計時計算係長 スタート主任
岩塚　藤嗣 森下　和正

ﾌｨﾆｯｼｭ主任 ﾌｨﾆｯｼｭ審判係
大嶋　英将 面手　哲史

(技術代表)
切手　直樹

(競技委員長)
藤本　栄作 電気計時主任 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ係A

(コース係長) 室屋　透 香島　圭祐
稲田　政則

手動計時主任
鈴木　利春

気象主任
岩本　和彦

放送係長 放送主任 放送係
高瀬　令昌 森本　真世 橋本　知恵

庶務係長 庶務主任
山本　克 森前　勝重

救護係長
稲田政則(兼)

　関門係

ｱｼｽﾀﾝﾄセクレタリー

坪内　笑子

2023国体岐阜県予選会　クロスカントリー競技役員

TD
　コース係

切手　直樹

競技委員長

藤本　栄作
前走

JURY

セクレタリー

福澤 比奈子



アルペン競技  スタートリスト
第１戦 （青Bib）

成年女子C 成年男子C

Bib 氏名 所属 Bib 氏名 所属
1 切手 加代 アルコピアSC 27 瀬木 智史 高山市スキー協会

28 池田 晃 岐阜日野自動車SC
成年女子B 29 横江 修悦 恵那市スキー協会
Bib 氏名 所属 30 南 恒伊 高山市ｽｷｰ協会
2 三上 友希 キープワンSC 31 橋本 省次 流葉スキー協会
3 新井 真季子 岐阜日野自動車SC 32 中垣 寿広 平湯温泉SC

33 高橋 真哉 神岡ﾚｰｼﾝｸﾞ
成年女子A
Bib 氏名 所属 成年男子B

4 島田 香梨 岐阜大学 Bib 氏名 所属
5 川端 千聖 日本体育大学 34 光井 恭平 岐阜日野自動車SC
6 渡邊 千桃 京都産業大学 35 山本 実 高山市スキー協会
7 富田 実佑 岐阜大学 36 岡田 竜煕 高山市スキー協会

37 松井 宏樹 朴の木平SC
少年女子 38 三上 正人 ｷｰﾌﾟﾜﾝ SC
Bib 氏名 所属
8 谷口 綾 飛騨神岡高校 成年男子A
9 宇津宮 楓華 飛騨高山高校 Bib 氏名 所属

10 田中 美雅 飛騨高山高校 39 新谷 翔也 東洋大学
11 細江 友香 飛騨神岡高校 40 下畑 勇登 専修大学
12 中屋 柚花 岐阜第一高校 41 野口 幸太郎 愛知工業大学
13 鈴口 真央 白川郷学園 42 下畑 岳大 東洋大学
14 谷口 陽向 飛騨高山高校

少年男子
成年男子E Bib 氏名 所属
Bib 氏名 所属 43 後藤 穂高 飛騨高山高校
15 林 芳忠 高山市スキー協会 44 鈴口 諒真 飛騨高山高校
16 吉川 作 神岡レーシング 45 二村 柊羽 飛騨高山高校

17 西山 隆志 恵那市ｽｷｰ協会 46 渡邊 大颯 岐阜第一高校
18 松下 弘 岐阜ｱﾙﾍﾟﾝSC 47 野呂 颯太 高山工業高校
19 山崎 俊和 神岡レーシング 48 村井 翔 飛騨神岡高校
20 中澤 徹 平湯温泉SC 49 野呂 洸翔 多治見西高校
21 金子 久志 恵那市ｽｷｰ協会 50 洞口 誠吾 飛騨神岡高校
22 玉舎 久幸 高山市スキー協会 51 村井 堅 飛騨神岡高校

52 桐生 真之介 岐阜第一高校
成年男子D 53 新谷 凌也 飛騨高山高校
Bib 氏名 所属 54 今井 啄人 高山工業高校
23 堤清高 アルコピアSC

24 藤尾 岳史 古川スキー協会
25 瀧澤孝行 アルコピアSC
26 清水 建徳 大垣スキー協会



アルペン競技  スタートリスト
第２戦 （赤Bib）

成年女子C 成年男子C

Bib 氏名 所属 Bib 氏名 所属
1 切手 加代 アルコピアSC 27 南 恒伊 高山市ｽｷｰ協会

28 池田 晃 岐阜日野自動車SC
成年女子B 29 横江 修悦 恵那市スキー協会
Bib 氏名 所属 30 中垣 寿広 平湯温泉SC
2 三上 友希 キープワンSC 31 瀬木 智史 高山市スキー協会
3 新井 真季子 岐阜日野自動車SC 32 橋本 省次 流葉スキー協会

33 高橋 真哉 神岡ﾚｰｼﾝｸﾞ
成年女子A
Bib 氏名 所属 成年男子B

4 川端 千聖 日本体育大学 Bib 氏名 所属
5 島田 香梨 岐阜大学 34 岡田 竜煕 高山市スキー協会
6 渡邊 千桃 京都産業大学 35 光井 恭平 岐阜日野自動車SC
7 富田 実佑 岐阜大学 36 山本 実 高山市スキー協会

37 松井 宏樹 朴の木平SC
少年女子 38 三上 正人 ｷｰﾌﾟﾜﾝ SC
Bib 氏名 所属
8 田中 美雅 飛騨高山高校 成年男子A
9 谷口 綾 飛騨神岡高校 Bib 氏名 所属

10 中屋 柚花 岐阜第一高校 39 新谷 翔也 東洋大学
11 宇津宮 楓華 飛騨高山高校 40 下畑 勇登 専修大学
12 細江 友香 飛騨神岡高校 41 下畑 岳大 東洋大学
13 鈴口 真央 白川郷学園 42 野口 幸太郎 愛知工業大学
14 谷口 陽向 飛騨高山高校

少年男子
成年男子E Bib 氏名 所属
Bib 氏名 所属 43 今井 啄人 高山工業高校
15 金子 久志 恵那市ｽｷｰ協会 44 後藤 穂高 飛騨高山高校
16 山崎 俊和 神岡レーシング 45 渡邊 大颯 岐阜第一高校

17 西山 隆志 恵那市ｽｷｰ協会 46 新谷 凌也 飛騨高山高校
18 中澤 徹 平湯温泉SC 47 村井 翔 飛騨神岡高校
19 松下 弘 岐阜ｱﾙﾍﾟﾝSC 48 野呂 洸翔 多治見西高校
20 林 芳忠 高山市スキー協会 49 桐生 真之介 岐阜第一高校
21 吉川 作 神岡レーシング 50 鈴口 諒真 飛騨高山高校
22 玉舎 久幸 高山市スキー協会 51 村井 堅 飛騨神岡高校

52 野呂 颯太 高山工業高校
成年男子D 53 二村 柊羽 飛騨高山高校
Bib 氏名 所属 54 洞口 誠吾 飛騨神岡高校
23 瀧澤孝行 アルコピアSC

24 藤尾 岳史 古川スキー協会
25 清水 建徳 大垣スキー協会
26 堤清高 アルコピアSC



フリー競技  （マススタート）

（男子　成年Ａ・成年Ｂ・少年)　１０km

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 1 成瀬開地 岐阜日野自動車SC 10:00:15

2 2 小山祐 岐阜日野自動車SC 10:00:15

3 3 岩本翔 京都産業大学 10:00:15

4 4 三島龍也 環境ネットSC 10:00:15

5 5 中井煌 高山工業高校 10:00:15

6 6 西本篤史 ＪＲ東海SC 10:00:15

7 7 西本光佑 朴の木平SC 10:00:15

8 8 寺島光太朗 高山工業高校 10:00:15

順番 ビブ№ 氏名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 9 寺島らな アルコピアSC 10:05:00

2 10 三橋真歩 朝日中学校 10:05:00

3 11 山腰華奈 アルコピアSC 10:05:00

4 12 岩本杏珠 久々野中学校 10:05:00

5 13 國吉正紀 白鳥SC 10:05:00

6 14 瀧川清人 中部電力岐阜SC 10:05:00

順番 ビブ№ 氏名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 15 谷口清和 ラピスレーシング 10:10:00

ク　ロ　ス　カ　ン　ト　リ　ー　競　技

2023　スタートリスト

（男子　成年E　）　３㎞

（男子　成年C/Ｄ　　女子　少女・成女）　５km　　



クラシカル競技　　（シングルスタート）　

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 1 谷口清和 ラピスレーシング 10:00:15

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 2 田中陽介 モンデウスＳＣ 10:00:30

2 3 瀧川清人 中部電力岐阜SC 10:00:45

3 4 國吉正紀 白鳥SC 10:01:00

（女子　少女）　５km

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 5 三橋真歩 朝日中学校 10:01:15

2 6 岩本杏珠 久々野中学校 10:01:30

（女子　成年A/B）　５km

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 7 寺島らな アルコピアSC 10:01:45

2 8 山腰華奈 アルコピアSC 10:02:00

ク　ロ　ス　カ　ン　ト　リ　ー　競　技
2023　スタートリスト

(男子　成年E）　３km

(男子　成年C/D）　５km



（男子　少年)　１０km

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 9 寺島光太朗 高山工業高校 10:07:00

2 10 中井煌 高山工業高校 10:07:15

(男子　成年B）　10km

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 11 西本光佑 朴の木平SC 10:07:30

2 12 成瀬開地 岐阜日野自動車SC 10:07:45

(男子　成年A）　10km

順番 ビブ№ 氏　名 所属団体 出発時間 到着時間 所要時間 順位

1 13 西本篤史 JR東海SC 10:08:00

2 14 三島龍也 環境ネットSC 10:08:15

3 15 岩本　翔 京都産業大学 10:08:30



成年B 永井　秀昭 SJ・NC

成年B 小山　　祐 SJ・NC

成年B 傳田　翁玖 SJ・NC

ジャンプ・コンバインド　エントリーリスト







東京都港区海岸2-2-6 高山市石浦町9-145
TEL 03-3454-1459 TEL 0577-36-0008

高山市花岡町1-13-1 高山市丹生川町久手447
TEL 0577-32-1080 TEL 0577-79-2244 FAX 0577-79-2800

郡上市高鷲町鮎立3328-1 高山市丹生川町久手446-1

TEL 0575-72-5000 FAX 0575-72-5001 TEL 0577-79-2109

高山市上岡本町7-452-1 高山市丹生川町久手447
TEL 0577-33-0030 TEL 0577-36-3888  FAX 0577-36-3886

郡上市高鷲町西洞3086-1 高山市山田町1329-1
TEL 0575-72-7000 TEL 0577-33-4520 FAX 0577-35-1383

高山市神田町1-71-28 郡上市高鷲町ひるがの4670-75

TEL 0577-32-5079　FAX 0577-32-8847 TEL 0575-73-2311

白川村平瀬396-22 高山市冬頭町1-1
TEL 05769-5-2346  FAX 05769-5-2348 TEL 0577-36-3888 FAX 0577-36-3886

郡上市高鷲町西洞3035-2 高山市岩井町914
TEL 0578-82-6006　FAX 0578-82-6008 TEL 0577-31-1020

高山市一之宮町7846-1 高山市一之宮町7846-1
TEL 0577-53-2421 TEL 0577-53-3555

飛騨市神岡町巣山263 高山市松之木町1270-62
TEL 0578-82-6006 FAX 0578-82-6008 TEL 0577-32-8318 FAX 0577-32-8325

高山市松之木町2315
TEL 0577-32-3981

高鷲観光協会　様

朴の木平 スキークラブ・学校 様

㈱房村組

小坂建設㈱　様

モンデウス飛騨位山スノーパーク 様

高鷲スノーパーク　様

ひるがの高原スキー場　様

モンデウススキークラブ・学校 様

平野農園

SAGスペシャルパートナー（協賛先）

株式会社 三機工業　様

㈱STJレンテック　様

ジョイフル朴の木　様

飛騨農業協同組合　様

飛騨信用組合　様 飛騨ほおのき平スキー場　様

新興自動車 株式会社　様

保険相談オフィス　様

ダイナランド　様

㈱鉞組

SPORTS WORKS KeeP-ONE 様

飛騨高山スキー場　様


