
フリガナ

（株）ルミエール

（公財）長野県スキー連盟主催

◆　後援

◆　協賛・協力

波田太田農園

２０２０年１月２５日（土）：トップライダーズミーティング（キャンプ）
２０２０年１月２６日（日）：ユキイタ合戦（技術選）

於：しらかば２in１スキー場

長野県立科町 白樺高原スキー学校

　　菅平田辺農園 小諸栁澤果樹園



●開催趣旨

● 期 日 令和2年1月25日（土）～26日（日）

　（25日：テク選対策キャンプ、26日：ユキイタ合戦（テク選）

● 会 場 　しらかば２in１スキー場

● 主 催 長野県スキー連盟

● 主 管 長野県スキー連盟ユキイタ実行委員会

● 大会本部 25日、26日両日ともにしらかば2in1管理事務所内

● 参 加 費 デモキャンプ8,200 円 【傷害保険料含む】

　　　　　　ユキイタ合戦4,500円  【傷害保険料含む】

● 連絡事項 日程の詳細は決定次第県連ホームページにてお知らせいたします。

● 申込 令和元年年12月23日（月）～令和2年1月20日（月） デジエントリーにて

● 注意 ※原則として入金後のキャンセルについては参加費の返金いたしません。

　　　　※当イベントはヘルメットの着用を推奨しています。

● スケジュール

・1月25日（土）　トップライダーズミーティング

受付　　　　　　　8：00～8：50　レストランルミエール

開会式　　　　　　9：00～　レストランルミエール前

レッスン　　　　　9：15～11：45、13：00～14：45

模擬ジャッジ　　　15：00～15：45（希望者のみ）

・1月26日（日）ユキイタ合戦（テク選）

受付　　　　　　　8：00～9：00　レストランルミエール

インスペクション　09：30～10：00

開会式　　　　　　10：00　開会式終了後、競技開始

閉会式　　　　　　15：30（予定）　閉会式終了後解散

●ジャッジ　長野県スキー連盟スノーボードデモンストレーター（3審採）

（清水寛之、平間和徳、宮崎郁美、栁澤貴、大月秀俊　種目によりジャッジ変更あり　）

●競技種目　　　ミドルターン　　規制種目（ショート・リズム変化等）　　フリー

●順位　

●実行委員
■実行委員長　　　長野県スキー連盟スノーボード教育部部長　 野田岳人
■副委員長　　　　スノーボード指導委員長　寺島敏　　　　　　　デモ主任 　清水寛之
■組織委員　　　宮崎郁美　平間和徳　栁澤貴　大月秀俊　木村義一　山本淳一　渡邊伸

本行事は初心者や大会経験が少ないスノーボーダーへキャンプや大会参加の楽しさや充実感を
提供し、これらの活動を通して各スノーボーダーの技術向上へのきっかけとなることを目的としま
す。キャンプでは翌日に行われる大会の攻略方法や得点アップの秘訣をレクチャー。大会はアッ
トホームでお互いの滑走技術をたたえあう大変雰囲気の良いイベントになっています。大会未経
験者にも参加しやすいように配慮した内容のイベントであるとともに、日本トップのデモンストレー
ターおよび県内屈指のトップライダーと身近に交流することができる行事です。本イベントをきっか
けに参加者がスノーボードの楽しさを再認識してもえる機会となることを目指しています。

第7回信州ユキイタトップライダーズミーティング・ユキイタ合戦

開催要項
於：しらかば２in１スキー場

総合得点数が同点の場合は①フリー、②規制種目、③ミドルターンの得点が高い順か
ら順位を決定する。



八木 純一 ヤギ　ジュンイチ 男 神奈川県 竹村 昇平 タケムラ　ショウヘイ 男 長野県

西岡 史雄 ニシオカ　フミオ 男 岡山県 川井 優花 カワイ　ユウカ 女 新潟県

重光　佑輔 シゲミツ　ユウスケ 男 長野県 上原 さゆり ウエハラ　サユリ 女 長野県

白砂 成美 シラマサ　ナルミ 女 長野県 福本 祐也 フクモト　ユウヤ 男 新潟県

重田 義徳 シゲタ　ヨシノリ 男 長野県 石橋 大慶 イシバシ　ヒロミチ 男 千葉県

兵藤 美奈子 ヒョウドウ　ミナコ 女 長野県 小堀 友朗 コボリ　トモロウ 男 千葉県

石橋 正成 イシバシ　マサナリ 男 群馬県 竹内 佳子 タケウチ　ヨシコ 女 長野県

三好 宣之 ミヨシ　ノブユキ 男 静岡県 飯田 顕久 イイダ　アキヒサ 男 神奈川

江畑 達郎 エバタ　タツロウ 男 静岡県 蜂谷 邦友 ハチヤ　クニトモ 男 神奈川

佐久間 友李歌 サクマ　ユリカ 女 東京都 横林 弥恵 ヨコバヤシ　ヤエ 女 長野県

飯塚 楓花 イイヅカ　フウカ 女 山口県 兵藤 力 ヒョウドウ　ツトム 男 長野県

名取 俊英 ナトリ　トシヒデ 男 長野県 中澤 結花 ナカザワ　ユカ 女 長野県



糸久 凛音 イトヒサ　リオン 東京都

大畠 洸二郎 オオハタ　コウジロウ 長野県

塩澤 颯芳 シオザワ サツカ 長野県

渡辺 菜月 ワタナベ　ナツキ 山梨県

竹内 隆哉 タケウチ　タカヤ 長野県

鈴木 望 スズキ ノゾミ 埼玉県

佐久間 友李歌 サクマ ユリカ 東京都

飯塚 楓花 イイヅカ フウカ 山口県

中澤 結花 ナカザワ ユカ 長野県

塩澤 彩志 シオザワ サユキ 長野県

小林 由佳 コバヤシ ユカ 愛知県



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 都道府県 備考

中澤 海杜 ナカザワ　カイト 長野県

小堀 友朗 コボリ　トモロウ 千葉県

名取 俊英 ナトリ　トシヒデ 長野県

仲 立貴 ナカ　タツキ 愛知県

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 都道府県 備考

藤川 美樹 フジカワ ミキ 静岡県

白砂 成美 シラマサ ナルミ 長野県

上原 さゆり ウエハラ サユリ 長野県

竹内 佳子 タケウチ ヨシコ 長野県

志村 由香利 シムラ ユカリ 群馬県

長谷川 和子 ハセガワ カズコ 群馬県

松永 英里子 マツナガ エリコ 愛知県

田口 あゆみ タグチ アユミ 東京都

兵藤 美奈子 ヒョウドウ ミナコ 長野県

竹内 莉奈 タケウチ リナ 長野県



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 都道府県 備考

重田 義徳 シゲタ　ヨシノリ 長野県

飯田 顕久 イイダ　アキヒサ 神奈川県

小林 良和 コバヤシ　ヨシカズ 長野県

小野山 洋平 オノヤマ　ヨウヘイ 長野県

三阪 和徳 ミヨシ　カズノリ 埼玉県

福本 祐也 フクモト　ユウヤ 新潟県

石橋 正成 イシバシ マサナリ 群馬県

吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ 東京都

三好 宣之 ミヨシ ノブユキ 静岡県

Kim Jun Hyung Ｋｉｍ Ｊｕｎ　Ｈｙｕｎｇ 長野県

松永 教行 マツナガ ノリユキ 愛知県

竹村 昇平 タケムラ ショウヘイ 長野県

金田 雅人 カネタ マサト 群馬県

大屋 草平 オオヤ ソウヘイ 長野県

北原 直 キタハラ タダシ 神奈川県

高藤 伸二 タカトウ シンジ 長野県

石橋 大慶 イシバシ ヒロミチ 千葉県

河村 達也 カワムラ タツヤ 東京都

奥冨 健雄 オクトミ タケオ 埼玉県

蜂谷 邦友 ハチヤ クニトモ 神奈川県

竹内 柊哉 タケウチ シュウヤ 長野県

中村 典生 ナカムラ ノリオ 埼玉県

八木 純一 ヤギ ジュンイチ 神奈川県

後藤 洸亮 ゴトウ コウスケ 長野県

西岡 史雄 ニシオカ フミオ 岡山県

江畑 達郎 エバタ タツロウ 静岡県

渡邉 佑星 ワタナベ ユウセイ 山梨県

西上 友和 ニシガミ トモカズ 長野県

田辺　洋一 タナベ　ヨウイチ 長野県



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 都道府県 備考

宮島 登 ミヤジマ　ノボル 長野県

長嶺 久美 ナガミネ　クミ 長野県

中村 譲 ナカムラ　ユズル 長野県

和田 拓馬 ワダ　タクマ 東京都

大塚 翔太 オオツカ　ショウタ 長野県

川田 隼風 カワタ　ハヤテ 岐阜県

作野 結子 サクノ ユウコ 長野県

小野塚 克幸 オノヅカ カツユキ 新潟県

古田 孟 フルタ ハジメ 長野県

池上 聖也 イケガミ セイヤ 長野県

保田 光陽 ホダ コウヨウ 長野県

田畑 宏明 タバタ ヒロアキ 長野県

西村 春香 ニシムラ ハルカ 長野県

太田 洋道 オオタ ヒロミチ 長野県

杉本 貴昭 スギモト タカアキ 愛知県

柴宮 拓郎 シバミヤ タクロウ 長野県

橋本 謙太 ハシモト ケンタ 長野県





長野県中部に位置する北佐久郡の町。面積は66.87㎢。

昼は高温、夜は冷涼で気温の変化が大きく、また、雨が少ないた
め病害虫の発生が少なく低農薬栽培が可能となるため、立科町
産のりんごは糖度が高く、全国でも大変人気があり、市場から高
い評価を受けています。町北西部の南傾斜に栽培するりんごは、
果肉が硬く引き締まり蜜の入りは「日本一」の味です。

日本の百名山の一つである「蓼科山」から流れ出る清らかな水
と、土質が洪積層埴壌土（粘土質）であること、さらに日本屈指の
晴天率を誇る緑豊かな里である立科町で育てられたお米は、県
内でも高品質・良食味米の産地として位置づけられ全国に販売さ
れています。

どうぞ第8回信州ユキイタ合戦と立科町の滞在を存分にお楽しみください！！

☆観光
蓼科を代表する白樺湖をはじめ、冬には
白樺高原国際スキー場やしらかば２in１ス
キー場でスキー・スノーボードが楽しめる。
夏の気温も冷涼で、避暑地として県内外
からの観光客が多い。

また、日本初のテディベアミュージアムとして開館[したテディベア博物館の
館内には世界のテディベア1万1,000体を収蔵されている。

☆立科町の名産品

～♪立科町情報♪～

佐久市と長和町に挟まれ真ん中の部分がくびれた形をしており、最も狭い
地点は雨境峠地区で、町土が直線距離で僅か56mしかないところがあるよ
うです。

☆町の概要

東西9．9キロメートル、南北26．4キロメートルと南北に長い町で、周囲は
78．2キロメートルです。

1月の平均気温がマイナス2．2度、8月の平均気温が22．6度で年平均気温
は10．0度。年較差も日較差も大きく、四季の変化に富んだ冷涼な高原の
気候を有しています。


