
第１３回 KeeP-ONE Cup スラローム代表者会議資料 
 

１． 競技日程及びスタートについて 
⑴  アップについて 

    選手のアップは、第１ゲレンデ及び第４ゲレンデで実施して下さい。 

⑵  アップポールについて 
第４ゲレンデにてセットします。8時 30分頃より利用可能です。状況

に応じてゲート修復作業やコース整備等のご協力お願い致します。 
⑶  スタート時間 

    タイムスケジュールを参照して下さい。１本目競技開始１０時１５分
予定です。スケジュールに変更がある場合は放送にてお知らせします。 

⑷  スタート方法 
スタートレフリーの「レディー・ゴー」の合図に合わせてスタートす

ること。 
スタート点呼は、各部門のスタート予定時刻のおよそ１０分前に行う。 

 
２． インスペクションについて 
  ⑴ インスペクション開始時間は、タイムスケジュールを参照して下さい。 
  ⑵ インスペクションはゼッケンを正しく着用し、上から下に向けて横滑

りで実施して下さい。なお、フィニッシュラインは通過して下さい。（１
回のみ） 

  ⑶ ２本目インスペクション開始は、タイムスケジュールにより確認して
下さい。 

  ⑷ タイムスケジュールのとおり競技が進行しない場合は、放送により随
時お知らせしますので、放送に注意して下さい。 

 
３． コース整備について 
⑵  随時巡回して実施するが、状況に応じて競技を中断して整備を実施す

る。 

  ⑵ 各ジュニアーチームより１名程度コース整備に協力をお願いします。
協力役員については役員ベストを貸与しますので、コース内に入る場合
は着用し整備のご協力をお願いします。 

 
４． ２本目出場者及び出走順について 

⑴  ２本目出場者は、１本目失格者を含めた全員とする。ただし、１本目
失格者についてはオープン参加となる。オープン参加者であってもゼッ
ケン通りにスタートする。 

⑵  ２本目のスタート順は、1 本目と同様でゼッケン順とします。本大会
ではリバースは採用しない為ご注意ください。 

 
５． 抗議・再レースについて 
  ⑴ 大会役員の不手際や、観衆、動物などにより競技を妨げられた場合は、

直ちに競技を中止し、コース外に出て速やかにその旨を旗門員に伝えて
再レースを要求すること。 

  ⑵ 抗議は、本人がジュリーに申し出ること。ただし、ジュニアーチーム
は監督により実施すること。 

  ⑶ 追い抜かれたり、フィニッシュした選手の再レースは認めない。 



 
６． 競技中の諸注意 

⑴  出場者はヘルメット及びプロテクターを装着すること。 
⑵  アウトポールをセットしません、スイッチバックは不通化となった旗

門を１周りし、スタートすること。 

⑶ 途中棄権者は、旗門員にその旨を伝え、その後の旗門を滑走することな
くコース外にでること。 

 
７． その他 

⑴  競技終了後、ゼッケンは返却して下さい。 
ゴールエリアに回収 BOX を設置しますのでレース終了時に各自ご返却
をお願いします。 

  ⑵ 大会中の怪我については、スキー場パトロールによる応急処置のみ実
施しますが、その後について参加者個人の責任において対応して下さい。 

⑵  競技用ポールは、中学生、小学生用の２８ｍｍを使用しますので、一
般男子、女子、高校・大学生の選手は、ポールへのアタックについて、
用具愛護にご協力下さい。 

  ⑷ 各部門の表彰について、上位３位までのとします。 
  ⑸ 合計タイムのリザルト掲示はせず、表彰式にて順位の発表としますの

でお願い致します。 
 
   



●役員集合　７：10　　●8：30　リフト乗車　　●8：00　アップポールセット開始

●受付　7：20（センターハウス2F）  ●代表者会議無し　（※大会受付時に資料配布します）

リフト運行　8：30
SLトレーニングポール　　8：30
１本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始 　 9：30
１本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了　　9：50

前走スタート　10：10 前走者　４名（予定）

１本目スタート　10：15 合計（10１名）

中学校女子　　　　　             5名

１本目終了　　11：20（予定）

役員　弁当配布（昼食）
２本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ開始　12：00

２本目ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ終了　12：20

前走スタート　12：45 前走者　４名（予定）

２本目スタート　12:50

中学生女子

高校・大学女子

一般女子2部

一般女子1部

一般男子１部　　

２本目終了　　14：20(予定）

閉会式　15:00（予定）

チャレンジ女子　　　　　　　　  2名
チャレンジ男子　　　　　　　　　3名

一般女子2部　　　　　　　　　 　0名
一般女子1部　　　　　　　　 　　1名

高校・大学女子　　　　　　　　　2名

一般男子2部　　　　　　　　 　　3名
一般男子3部　　　　　　　　 　　5名

チャレンジ男子

一般男子2部

高校・大学男子　　　　　　　 　 6名

小学生５・６年生（女子）

小学生５・６年生（男子）

一般男子３部

小学生１・２年生（男子）  　  10名

小学生５・６年生（男子）　　  19名

中学生男子

中学生男子　　　　　           12名

（スキーセンター前）

小学生１・２年生（男子）

一般男子１部　　　　　　　　　　4名

高校・大学男子

チャレンジ女子

第13回　KeeP-ONE Cup　スラローム　タイムスケジュール

小学生１・２年生（女子）

小学生３・４年生（女子）

小学生３・４年生（男子）

２本目ポールセット

小学生１・２年生（女子）　　  　3名

小学生３・４年生（女子）　　 　 4名
小学生３・４年生（男子）　　  18名
小学生５・６年生（女子）　　    4名

※SLトレーニングポールは 9：50 撤収予定



部門 ビブ№ 氏名 フリガナ 所属クラブ 部門集計

小学１・２年生女子 1 田近　深雪 ﾀｼﾞｶ ﾐﾕｷ 流葉ジュニアスキーチーム

小学１・２年生女子 2 朝山　ちなみ ｱｻﾔﾏ ﾁﾅﾐ 南小学校

小学１・２年生女子 3 日野　日心 ﾋﾉ ﾆｺ モンデウスJrスキークラブ

小学１・２年生男子 4 本多　稜 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳ 高山レーシング

小学１・２年生男子 5 今藤　鳳ノ介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉｽｹ 白川郷Jrスキークラブ

小学１・２年生男子 6 野尻　悦司 ﾉｼﾞﾘ ｴﾂｼ 高山レーシング

小学１・２年生男子 7 本永　蓮 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾚﾝ 飛騨スキージュニア

小学１・２年生男子 8 田中　昴里 ﾀﾅｶ ﾉﾎﾞﾘ 白川郷Jrスキークラブ

小学１・２年生男子 9 長瀬　翔琉 ﾅｶﾞｾ ｶｹﾙ 高山レーシング

小学１・２年生男子 10 星谷　信行 ﾎｼﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ チームMOPI

小学１・２年生男子 11 名古路　大貴 ﾅｺｼﾞ ﾀﾞｲｷ 流葉ジュニアスキーチーム

小学１・２年生男子 12 中村　柊哉 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾔ 飛騨スキージュニア

小学１・２年生男子 13 塩屋　正颯 ｴﾝﾔ ﾏｻﾄ モンデウスJrスキークラブ

小学３・４年生女子 14 松本　彩佳 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｶ 飛騨スキージュニア

小学３・４年生女子 15 今藤　桃花 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾓﾅ 白川郷Jrスキークラブ

小学３・４年生女子 16 水川　七葉 ﾐｽﾞｶﾜ ﾅﾉﾊ 飛騨スキージュニア

小学３・４年生女子 17 大洞　夏彩 ｵｵﾎﾞﾗ ﾅﾂﾐ 流葉ジュニアスキーチーム

小学３・４年生男子 18 山口　栄太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲﾀ 流葉ジュニアスキーチーム

小学３・４年生男子 19 岡崎　大翔 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 飛騨スキージュニア

小学３・４年生男子 20 岸　奏汰 ｷｼ ｿｳﾀ 飛騨スキージュニア

小学３・４年生男子 21 横田　幸之助 ﾖｺﾀ ﾕｷﾉｽｹ 高山レーシング

小学３・４年生男子 22 塩屋　道琉 ｴﾝﾔ ﾐﾁﾙ モンデウスJrスキークラブ

小学３・４年生男子 23 大森　良太朗 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ モンデウスJrスキークラブ

小学３・４年生男子 24 中村　蒼人 ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾄ 飛騨スキージュニア

小学３・４年生男子 25 原田　顕誓 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｾｲ 白川郷Jrスキークラブ

小学３・４年生男子 26 菊池　皆翔 ｷｸﾁ ﾐﾅﾄ 高山レーシング

小学３・４年生男子 27 沼津　嘉仁 ﾇﾏﾂﾞ ﾖｼﾋﾄ チームMOPI

小学３・４年生男子 28 山下　寛太 ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 荘川レーシング

小学３・４年生男子 29 新家　凌 ｱﾗｲｴ ﾘｮｳ 流葉ジュニアスキーチーム

小学３・４年生男子 30 丸山　心也 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝﾔ アルコピアレーシング

小学３・４年生男子 31 谷口　陽大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 流葉ジュニアスキーチーム

小学３・４年生男子 32 二村　心 ﾌﾀﾑﾗ ｼﾝ チームMOPI

小学３・４年生男子 33 保木平　悠大 ﾎｷﾋﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 山王小学校

小学３・４年生男子 34 矢野　興平 ﾔﾉ ｺｳﾍｲ 流葉ジュニアスキーチーム

小学３・４年生男子 35 阪口　慶祐 ｻｶｸﾞﾁ ｹｲｽｹ チームMOPI
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小学５・６年生女子 36 長瀬　凛華 ﾅｶﾞｾ ﾘﾝｶ 高山レーシング

小学５・６年生女子 37 日野　日向詩 ﾋﾉ ﾋﾅﾀ モンデウスJrスキークラブ

小学５・６年生女子 38 水川　彩羽 ﾐｽﾞｶﾜ ｲﾛﾊ 飛騨スキージュニア

小学５・６年生女子 39 田中　瑚子 ﾀﾅｶ ｺｺ 流葉ジュニアスキーチーム

小学５・６年生男子 40 佐藤　元俊 ｻﾄｳ ﾕｷﾄ 高山レーシング

小学５・６年生男子 41 木浪　玲維 ｷﾅﾐ ﾚｲ アルコピアレーシング

小学５・６年生男子 42 松本　颯斗 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾄ 飛騨スキージュニア

小学５・６年生男子 43 向田　春真 ﾑｶｲﾀﾞ ﾊﾙﾏ 高山レーシング

小学５・６年生男子 44 佐藤　碧純 ｻﾄｳ ｱｽﾞﾐ 高山レーシング

小学５・６年生男子 45 星谷　将義 ﾎｼﾔ ﾏｻﾖｼ チームMOPI

小学５・６年生男子 46 中村　春樹 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 飛騨スキージュニア

小学５・６年生男子 47 下田　真徳 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 高山レーシング

小学５・６年生男子 48 山口　高平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 流葉ジュニアスキーチーム

小学５・６年生男子 49 森井　想太 ﾓﾘｲ ｿｳﾀ 白川郷Jrスキークラブ

小学５・６年生男子 50 平瀬　善之 ﾋﾗｾ ﾖｼﾕｷ 高山レーシング

小学５・６年生男子 51 鬼頭　碧一 ｷﾄｳ ｱｵｲ モンデウスJrスキークラブ

小学５・６年生男子 52 幅野　那音 ﾊﾊﾞﾉ ﾅｵﾄ 飛騨スキージュニア

小学５・６年生男子 53 大塚　侑斗 ｵｵﾂｶ ｲｸﾄ 白川郷Jrスキークラブ

小学５・６年生男子 54 岩下　浬 ｲﾜｼﾀ ｶｲﾘ 高山レーシング

小学５・６年生男子 55 中田　翔太 ﾅｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 流葉ジュニアスキーチーム

小学５・６年生男子 56 政木　貴大 ﾏｻｷ ﾀｶﾋﾛ 飛騨スキージュニア

小学５・６年生男子 57 反保　文斗 ﾀﾝﾎﾞ ｱﾔﾄ モンデウスJrスキークラブ

小学５・６年生男子 58 伊藤　悠太 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ モンデウスJrスキークラブ

中学生女子 59 犬伏　莉子 ｲﾇﾌﾞｼ ﾘｺ 同志社香里中学校

中学生女子 60 塩屋　心優 ｴﾝﾔ ﾐﾕ 松倉中学校

中学生女子 61 山下　幸奈 ﾔﾏｼﾀ ﾕｷﾅ 荘川中学校

中学生女子 62 溝脇　妃莉 ﾐｿﾞﾜｷ　ﾋﾅﾘ 北陵中学校

中学生女子 63 今村　千春 ｲﾏﾑﾗ ﾁﾊﾙ 丹生川中学校

中学生男子 64 中西　由 ﾅｶﾆｼ ﾕｳ 東山中

中学生男子 65 本多　峻 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝ 高山レーシング

中学生男子 66 長瀬　莉旺 ﾅｶﾞｾ ﾘｵ 高山レーシング

中学生男子 67 塩屋　聡大 ｴﾝﾔ ｿｳﾀ 松倉中学校

中学生男子 68 池田　晃太朗 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 松倉中学校

中学生男子 69 大塚　遼翔 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾄ 白川郷Jrスキークラブ

中学生男子 70 南　皆惺 ﾐﾅﾐ ｶｲｾｲ モンデウスJrスキークラブ

中学生男子 71 山腰　拓海 ﾔﾏｺｼ ﾀｸﾐ 松倉中学校

中学生男子 72 植野　冬偉 ｳｴﾉ ﾄｳｲ 北陵中学校

中学生男子 73 近松　恒祐 ﾁｶﾏﾂ ｺｳｽｹ 三輪中学校

中学生男子 74 中畑　一朗 ﾅｶﾊﾀ ｲﾁﾛｳ 久々野中学校

中学生男子 75 星谷　智昭 ﾎｼﾔ ﾄﾓｱｷ チームMOPI
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チャレンジ女子 76 向田　さや香 ﾑｶｲﾀﾞ ｻﾔｶ 高山レーシング

チャレンジ女子 77 野尻　悠妃 ﾉｼﾞﾘ ﾕｳｷ 高山レーシング

チャレンジ男子 78 中村　弘征 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 飛騨スキージュニア

チャレンジ男子 79 岡崎　純也 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 飛騨スキージュニア

チャレンジ男子 80 野尻　洋平 ﾉｼﾞﾘ ﾖｳﾍｲ 高山レーシング

高校生・大学生女子 81 秦　ルーカ ﾊﾀ ﾙｰｶ 柴田学園大学付属高校

高校生・大学生女子 82 宇津宮　楓華 ｳﾂﾐﾔ ﾌｳｶ 飛騨高山高校

一般女子１部 83 今村　優希 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 同志社大学OB

一般男子３部 84 西山　隆志 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｼ 恵那市スキー協会

一般男子３部 85 江嵜　拓哉 ｴｻｷ ﾀｸﾔ アルコピアレーシング

一般男子３部 86 野添　順一 ﾉｿﾞｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 中電岐阜スキークラブ

一般男子３部 87 佐藤　維是 ｻﾄｳ ﾂﾅｼ 高山レーシング

一般男子３部 88 中家　和浩 ﾅｶﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 中電岐阜スキークラブ

一般男子２部 89 本多　聡 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 高山レーシング

一般男子２部 90 横江　修悦 ﾖｺｴ ｼｭｳｴﾂ 恵那市スキー協会

一般男子２部 91 白川　大輔 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 流葉ジュニアスキーチーム

一般男子１部 92 大上　裕也 ｵｵｶﾐ ﾕｳﾔ アッフェヒダ

一般男子１部 93 柴田　雄太郎 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ アッフェヒダ

一般男子１部 94 田中　俊也 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ アッフェヒダ

一般男子１部 95 中畑　竣介 ﾅｶﾊﾀ ｼｭﾝｽｹ アッフェヒダ

高校生・大学生男子 96 田口　慶 ﾀｸﾞﾁ ｹｲ 鶴舞SC

高校生・大学生男子 97 横山　最大 ﾖｺﾔﾏ ﾓﾄﾊﾙ 豊田高専OB

高校生・大学生男子 98 今村　駿太 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 飛騨高校　隠れスキー部

高校生・大学生男子 99 江嵜　香汰 ｴｻｷ ｺｳﾀ アルコピアレーシング

高校生・大学生男子 100 中垣　渓太 ﾅｶｶﾞｷ ｹｲﾀ 飛騨スキージュニア

高校生・大学生男子 101 下畑　岳大 ｼﾓﾊﾀ ﾀｹﾋﾛ 東洋大学
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長瀬 和宏

高山R育成会 中村 和樹 玉舎 久幸 折越 貴之

●瀬木 智史 ○森本 裕子 佐藤 維是

飛騨スキーJr 岡崎 純也

平湯

●平瀬 廣之 白川

流葉

各Jrチームより

森本 賢吉

トレーニングバーン安全管理者 常駐 藤木 俊吾

●高原 祥吾

●向田 善久

●岡田 守 高山R RE（兼務） SR（兼務） FR（兼務）

旗門連絡員 秦 聖子 武藤 沙和

秦 雅文

飛騨Jr 飯塚 沙英

○竹内 学

●中村 昭一 長瀬 忍耐 下田 尚子

リザルト処理 武藤 章夫 藤木 俊吾

●三上 正人

岡田 竜煕 放送係

下田 徳彦 掲示係 瀬木 貞子

ビブ回収

スタート点呼

受付 政木 由香 飯塚 忍 飯塚 沙英

MC 瀬木 智史 岡田 竜煕

飛騨かわいスキー場スタッフ

飛騨かわいスキー場スタッフ

備考

田近　雄一

　　コース係長

競技委員長

旗門審判係

フィニッシュ審判

スタートレフリー 　　　圧雪整備

内野  一

１名程度コース整備ご協力お願い致します。

　会場係

　医事係長

●チャンネル4　無線保持者　7台

中垣 雅道

森本 賢吉

○チャンネル3　無線保有者　2台

　　旗門審判係長

セッター

セクレタリー

　　計時計算係長

飯塚 忍

政木 由香

CT400ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

　　　　第13回キープワンカップ大会実行委員会　競技役員

大会実行委員　会長

岡田 貴美子

レフリー

今藤 大樹

　　　前走者

瀬木 孫博

技術代表

向田 さや香

　庶務係長

中村 昭一

BOX設置

長瀬 幸夫

※　旗門員＋各ジュリーメンバーが　７～１０ゲート程度担当

三上 友希

河合スキー場（岡崎）

石水 克友

谷口 陽信

三上 正人

コース係
長瀬 絵里香

石水 克友

岩下 博幸

TD（兼務）

佐藤 志奈

今村 保彦

下田 徳彦


