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　今回、新型コロナウイルス感染症予防による3密回避により、毎回恒例となっている表彰式後のじゃんけん大会を開催
することができません。大会自体よりもこのじゃんけん大会に参加することが楽しみでユキイタ合戦に毎年ご参加頂いて
いるお客様も多くいる・・・という情報も所々で耳にしております！笑
　
　じゃんけん大会を開催できないのは本当に寂しいところではありますが、今回は下記に掲載した【yukiyama（ユキヤ
マ）】というアプリを使って福引方式で景品の抽選会を行いたいと考えております。

　まずは下記アプリをご自身のスマートフォンにダウンロードして頂き、ユキイタ合戦の競技が終わるまでに個人情報を
入力してご準備ください。
福引方法の詳しい内容については大会受付時に説明させていただきます。
（一般のお客様が誤って福引に入ってこないようにするための措置として受付時のご伝達となります。）

　今年も、長野県産の桃、スイカ、高原野菜、長野米、スノーボード板、各種メーカーのスノーボードアイテムを多数準備
いたしております。是非楽しみにしていてください。

万一、スマートフォンを持っていないジュニアクラスへのエントリーのお子様等いらっしゃいましたら受付時
にご相談ください。代わりに実行委員のスマートフォンで福引時に対応させていただきます。

※

大会終了後の福引抽選会について



TIME TIME

8:00 8:00

ゴールエリア付近にて

レストランルミエール　2階

16:00 16:00

9:30

※新型コロナウイルス感染症予防のため
開会式は行いません。

15:30

yukiyamaアプリでしらかば2in1にチェック
インしてください。

16:30
16：30分を過ぎた時点でyukiyamaアプリ
の抽選会機能が自動終了しますのでご注
意ください。

成績（リザルト）掲示

※新型コロナウイルス感染症予防のため
閉会式は行いません。

抽選会景品交換終了

15:30

16:30

14:30
競技終了（予定）

14:30

15:00 15:00
yukiyamaアプリでの抽選

規制種目は概ねコース中間地点でリズムチェンジを行って滑走して
ください。
中間地点に目印を付けますので、だいたいその付近でリズムチェン
ジを行ってください。

インスペクション開始

10:00 10:00
種目説明

規制種目の競技説明

（規制種目、ミドルターン、フリー滑走）

大会参加者集合・受付開始　 レストランルミエール　2階にて
エントリーナンバーカード配布

9:00 9:00
受付終了　

9:30

第9回信州ユキイタ合戦予定表（タイムテーブル）

内　　　　容 備考



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

1 水谷 琉人 ミズタニ リュウト

2 池田 和暖 イケダ カノン

3 築城 愛里咲 ツイキ アリサ

4 水谷 瑠里 ミズタニ ルリ

5 磯野 俐央 イソノ リオ

6 天野 由毅 アマノ ユウキ

7 加藤 聖渚 カトウ セナ
※第3位まで表彰

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

8 下平 結菜 シモダイラ ユナ

9 築城 結真 ツイキ ユマ

10 重田 真希 シゲタ マキ

11 小林 由佳 コバヤシ ユカ

※第3位まで表彰

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

12 永井 拓郎 ナガイ タクロウ

13 橋爪 勇波 ハシヅメ ユハ

14 鈴木 司 スズキ ツカサ

15 成岡 大介 ナルオカ ダイスケ

16 堀内 伸悟 ホリウチ シンゴ

17 平嶋 翼 ヒラシマ ツバサ

※第3位まで表彰

ユキイタ合戦 ジュニアクラス　エントリーリスト 

ユキイタ合戦 ビギナークラス女子　エントリーリスト 

ユキイタ合戦 ビギナークラス　男子エントリーリスト 



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

18 鈴木 望 スズキ ノゾミ

19 兵藤 美奈子 ヒョウドウ ミナコ

20 白砂 成美 シラマサ ナルミ

21 土屋 奈美 ツチヤ ナミ

22 鷲野 友紀 ワシノ ユキ

23 笠原 裕美 カサハラ ヒロミ

24 高橋 智香 タカハシ チカ

25 佐々木 彩乃 ササキ アヤノ
※第3位まで表彰

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

26 本田 貴郁 ホンダ タカフミ

27 大畠 洸二郎 オオハタ コウジロウ

28 中村 拓海 ナカムラ タクミ

29 加藤 貴純 カトウ タカスミ

30 古藤 慎太郎 コトウ シンタロウ

31 石橋 正成 イシバシ マサナリ

32 西上 友和 ニシガミ トモカズ

33 新田 裕介 ニッタ ユウスケ

34 金田 雅人 カネタ マサト

35 小野山 洋平 オノヤマ ヨウヘイ

36 蜂谷 邦友 ハチヤ クニトモ

37 佐藤 善章 サトウ ヨシアキ

38 福井 雅人 フクイ マサト

39 西岡 史雄 ニシオカ フミオ

40 小林　良和 コバヤシ　ヨシカズ

41 高橋 雄也 タカハシ ユウヤ

42 三井 雅樹 ミツイ マサキ

43 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ

44 塩澤 颯芳 シオザワ サツカ

45 村上 一樹 ムラカミ カズキ
※第６位まで表彰

ユキイタ合戦 オープンクラス　女子エントリーリスト 

ユキイタ合戦　オープンクラス男子　エントリーリスト　



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

46
中村 譲 ナカムラ ユズル

47 橋木 秀一 ハシキ シュウイチ

48
櫻井 楓真 サクライ フウマ

49 和田 拓馬 ワダ タクマ

50 竹村 昇平 タケムラ ショウヘイ

51 川西 真人 カワニシ マサト

52 北原 直 キタハラ タダシ

53 太田 洋道 オオタ ヒロミチ

54
佐藤 修 サトウ オサム

55
高藤　伸二 タカトウ　シンジ

56
冨永　達也 トミナガ　タツヤ

57
杉本 貴昭 スギモト タカアキ

58
伊東　達哉 イトウ　タツヤ

59
須藤 高太郎 スドウ コウタロウ

60
池上 大斗 イケガミ ヒロト

61 八木 純一 ヤギ ジュンイチ

62
大屋 草平 オオヤ ソウヘイ

63
田口 あゆみ タグチ アユミ

64
田畑 宏明 タバタ ヒロアキ

65 新井 将成 アライ マサナリ

66 宮島 登 ミヤジマ ノボル

67 橋本　謙太 ハシモト ケンタ

68 小林　烈弥 コバヤシ レツヤ

69
新井 芳徳 アライ ヨシノリ

70
松永 教行 マツナガ ノリユキ

71
松永 英里子 マツナガ エリコ

72
後藤 洸亮 ゴトウ コウスケ

73
古田 孟 フルタ ハジメ

74
村田 翔子 ムラタ ショウコ

75
保田 光陽 ホダ コウヨウ

76 池上 聖也 イケガミ セイヤ

77
小野塚 克幸 オノヅカ カツユキ

78 河村 達也 カワムラ タツヤ
※第６位まで表彰

ユキイタ合戦　エキスパートクラス男女混合　エントリーリスト　



種目 性別　　　　　クラス スタート

ジュニア 1→7

女子ビギナー 8→11

男子ビギナー 12→17

女子オープン 18→25

デラ掛け 53～78

男子オープン 26→45

混合エキスパート 46→52

デラ掛け 1～～25

混合エキスパート 53→78

デラ掛け 26～52

ジュニア 3→7、1→2

女子ビギナー 9→11、8

男子ビギナー 14→17、12→13

女子オープン 21→25、18→20

デラ掛け 46～56、63～78

男子オープン 33→45、26→32

混合エキスパート 57→62

デラ掛け １～２５

混合エキスパート 63→78、46→56

デラ掛け 26～45、57～62

ジュニア 5→7、1→4

女子ビギナー 10→11、8→9

男子ビギナー 16→17、12→15

女子オープン 24→25、18→23

デラ掛け 46～67、74～78、

男子オープン 40→45、26→39

混合エキスパート 68→73

デラ掛け １～２５

混合エキスパート 74→78、46→67

ローテーション表 （スタート順番表）

第３種目 フリー

第１種目

規制種目

（中間地点付近からの
リズムチェンジ）

第２種目 ミドルターン



コロナウイルス感染症の予防
のため、本イベント中は下記

の４つの内容を厳守
お願いいたします。

1 マスクまたはフェイスマスクを必ず着用！

ユキイタ合戦実行委員よりお願い

皆様、ご協力お願いいたします。

2 リフトはできる限り1人で乗車！

3 人との距離を一定に保つ！

4 話すときは小声で、おしゃべりは少なく！









長野県中部に位置する北佐久郡の町。面積は66.87㎢。

☆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。

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9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。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%9C%8C

