
「北関東ブロックデモンストレーター選考会」

1 開会

2 あいさつ

ＳＡＪ北関東ブロック代表

　　　　栃木県スキー連盟会長 江連　隆夫

（公財）全日本スキー連盟

　　　　　　　　教育本部理事 小林　英夫（栃木）

鹿沢スノーエリア会長 市川　　保

その他

3 競技役員紹介

別紙役員一覧表参照　＆　各県本部長

4 特別協賛紹介 ヤマザキビスケット株式会社

5 オフィシャルサプライヤー紹介 １、小賀坂スキー製作所：栁沢光弘

6 競技上の注意

技術代表（ＴＤ） 齋藤　　潔

7 選手宣誓

前年度（男子・女子優勝者）

　「男子：成田渉（茨城）・女子：石川千尋（埼玉）」

8 閉会

9 選手会 ＴＤ 齋藤　　潔

競技委員長 齋藤　貴次

コーディネーター 出倉　義克

「北関東ブロックデモンストレーター選考会」

1 あいさつ

ＳＡＪ北関東ブロック代表

  　　　栃木県スキー連盟会長 江連　隆夫

（公財）全日本スキー連盟

　　　　　　　　教育本部理事 小林　英夫（栃木）

鹿沢スノーエリア会長 市川　　保

2 成績発表

進行：競技委員長　 栃木県

メダル贈呈等 各県教育本部表

3 講評 技術代表 （ＴＤ） 齋藤　　潔

統括審判長 Ａ 小泉　　隆（茨城） Ｂ 宇敷　和也（群馬）

4 閉会

２０２０　ＳＡＪ北関東スキー技術選手権大会開会式次第

司会進行：栃木県

２０２０　北関東スキー技術選手権大会閉会式次第

司会進行：栃木県



【会　　　期】 令和２年１月２５日（土）～１月２６日（日）

【会　　　場】 群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢スノーエリア

【本　　　部】 国民休暇村 ☎0279－98－0511

【大会役員】

大会代表 栃木県スキー連盟会長 江連　隆夫

副代表 群馬県スキー連盟会長 林　　辰男

副代表 埼玉県スキー連盟会長 高橋　哲男

副代表 茨城県スキー連盟会長 鈴木　寿雄

顧問 群馬 羽賀　敏雄 牛込　益次

埼玉 大藤　雅史 石田　和吉 牛久保　努 高橋　伸一

栃木 出口　  澄 齋藤　伸幸 大塚　康宏 後藤　伸一

茨城 坂本　正明 阿久津　英樹 藤原　孝幸

入澤　登喜夫 杉田　宏恵 渡辺　陽一 人見　健一

大会責任者 栃木 ＳＡＪ理事 小林　英夫

総務本部 栃木県スキー連盟 後藤　伸一

<群馬>

関　　哲雄 宇敷　和也 入澤　秀雄 吉野　一芳 小池　秀明

湯田　寿幸 野村　雅弘 藤野　直樹 星野　高章 吉野　良孝

吉野　良孝 本多　　勲 笠原　高広 星野　智弘 青木　寛道

田原　征展 御子柴　裕哉 石塚　奈央子

<埼玉>

長谷川　悟 菅野　雅一 万沢　一成 中山　一之 森　義之

原嶋　岳史 町田　一 時永　篤史 関山　厚 服部　克之

古越　英幸 小野　将史 平松　洋次郎 赤尾　猛 浅川　真澄

岡田　理保 岡本　幸雄 菊地　英敏 田原　典子 羽生　健志郎

町田　雄治 宮沢　宏文 伊藤　琢磨 榊　麻衣子 大塚　毅

根岸　敏徳 村山　高志 原田　武久 小澤　健一 大沢　宗明

高井　一郎 吉村　哲詞 内海　伸一 田村　一彦 猿谷　修一

津村　健史 赤坂　　宏 浜口　有希

<栃木>

泉　裕之 高野　正基 児山　将之 増渕　耕樹 川俣　聖寿

神山　健樹 加藤　康雄 川口　　悟 斎藤　利治 戸塚　智子

塩野　康幸 塚原　祐一 後藤　知昭 矢野　隆司 和田　友実子

河崎　英夫 渡邊　勇太 今泉　宏之 長嶋　俊明

<茨城>

小泉　　隆 槌田　浩幸 川上　徹行 高橋　俊郎 井下　　淳

笹川　幸夫 小島　　明 岡野　　潤 野々下　渉 塚田　貴之

増田　義之 志保石裕之 本多　正之 田口　淳一 関　　尚人

鎌田三恵子 矢口　達也 渡辺　健一 塙　　直人

【組織委員会】

委員長 小林　英夫

副委員長 齋藤　　潔 米田　智幸 河西　　徹

委員 矢端　基之 出倉　義克 石毛　勇介 芳野　哲也

齋藤　貴次 高畑　　健 川崎　仁一 富樫　泰一

石塚　奈央子 篠崎　尚史 屋代　　隆

【競技本部】

コーディネーター 出倉　義克

本部員 開催地
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【競技役員】

技術代表 ＴＤ 齋藤　　潔（群馬）

ＴＤアシスト Ａ 矢端　基之（群馬） Ｂ 藤野　直樹（群馬)

競技委員長 齋藤　貴次（栃木）

競技副委員長 川崎　仁一（茨城）

コーディネーター 出倉　義克（埼玉）

運営委員長 牛込　益次（群馬）

統括審判長 Ａ 小泉　　隆（茨城） Ｂ 宇敷　和也（群馬）

主任審判員 Ａ 中村　崇人（埼玉） Ｂ 芳野　哲也（栃木）

<群馬> <埼玉> <栃木> <茨城>

湯田　寿幸 吉村　哲詞 川口　　悟 小島　　明

田原　征展 伊藤　琢磨 神山　健樹 笹川　幸夫

スタート審判 Ａ 小野　隆（群馬） Ｂ 谷　直樹（群馬）

フィニッシュ審判

記録係長

記録係 柴崎　日出夫（埼玉） 時永　篤史 (埼玉)

記録送付係 小野　　香（群馬） 北村　匡史（埼玉）

機材係長 野村　雅弘（群馬）

計算係長 齋藤　　修（群馬）

計算庶務 スキースクール（群馬）

会場係長 市川　憲治　（鹿沢スノーエリア代表取締役社長）

会場係 スキースクール（群馬）

ジュニア担当 古越　英幸（埼玉）

【大会日程】

1月24日 （金）

17:00 ドロー 休暇村（広間） 「各県連監督・TCﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」
17:20 全体会議 休暇村（広間）

審判団打合せ 休暇村（広間）
18:30 夕食
20:00 開会式・選手会 休暇村（広間）

1月25日 （土）

※ 6:15 本部役員 朝食 休暇村２F
6:30 選手 朝食 休暇村２F
7:30 役員会議 ハイランドロッジ （当日役員集合）
7:50 群馬県選手受付 ハイランドロッジ （7:50～8:00）
7:50 役員 リフト乗車
8:00 選手 リフト乗車
8:10 ①②コートインスペクション（8:10～8:50）ビブ着用 「40分間」

9:00 競技開始 各競技コート２種目予定

【　審判団　】 種　目 斜　面 斜面状況 コース名

① 　　Ａ班審判 小回り 中斜面 ナチュラルを含む セカンド

② 　　Ｂ班審判 大回り 急斜面 ナチュラルを含む ライトＡ(中下部)

12:10 ③④コートインスペクション（12:10～12:50）ビブ着用 「40分間」

13:00 競技開始 各競技コート２種目予定

【　審判団　】 種　目 斜　面 斜面状況 コース名

③ 　　Ｂ班審判 小回りリズム変化 急斜面 ナチュラルを含む ライトＡ(中下部)

④ 　　Ａ班審判 総合滑降 中斜面 ナチュラルを含む セカンド

15:00 競技終了予定

17:00 中間発表 ハイランドロッジ 群馬県スキー連盟ＨＰ（北関東技術選手権）

1月26日 （日）

※ 6:15 本部役員 朝食 休暇村２F
6:30 選手 朝食 休暇村２F
7:50 役員 リフト乗車
8:00 選手 リフト乗車

8:10 コートインスペクション（8:10～8:50）ﾋﾞﾌﾞ着用 「40分間」
9:00 競技開始予定

【　審判団　】 種　目 斜　面 斜面状況 コース名

⑤ 　　　　Ｂ班審判 　小回り 　急斜面 ナチュラルを含む ライトＡ(下部)

⑥ 　　Ａ班審判
　大回り
「マテリアル規制」
《ｼｮｰﾄ系ｽｷｰ使用》

　中急斜面 ナチュラルを含む ショート

11:00 競技終了予定
14:00 閉会式 ハイランドロッジ ビブ回収

表彰式

事務局 〒371-0021 群馬県前橋市住吉町2-10-11梅沢ビル２Ｆ ☎027-231-1966
現地事務局 鹿沢スノーエリア 1月24日（金）15：00開設 ☎0279-98-0611
役員集合 1月24日（金） 17:20 休暇村（広間）
注意事項 ①②競技終了後、昼食時間を設けますので各自調整すること。

天候および積雪等の状況により競技コート・種目を変更する場合があります。

万沢　一成 (埼玉)槌田　浩幸（茨城）

審
判
団

審判員 Ａ班

Ｂ班


