
 長野県小諸
栁澤果樹園

株式会社ルミエール

（公財）長野県スキー連盟主催

◆　後援

◆　協賛・協力

２０２３年２月４日（土）：トップライダーズミーティング（キャンプ）
２０２３年２月５日（日）：ユキイタ合戦（技術選）

於：しらかば２in１スキー場

しらかば高原株式会社 白樺高原スキー学校

OOTA
FARMS

菅平高原
田辺農園

長野県下条村
古田農園



TIME TIME

8:20 8:20

レストランルミエール前

ヘブンリーゲレンデにて

TIME TIME

8:10 8:10

ゴールエリア付近にて

ゴールエリア付近にて

レストランルミエール　2階

１日目（トップライダーズキャンプ）

模擬ジャッジ　　　15：00～15：30（希望者のみ、1人2種目まで）

15:30 15:30
終了後、随時解散

レッスン

内　　　　容 備考

キャンプ参加者集合・受付開始　 レストランルミエール　2階にて
ナンバービブス配布

受付終了　

10:00

開会式

午前の部　　　9：15～11：30

午後の部　　　13：00～14：45

2日目（ユキイタ合戦　技術戦）

第11回信州ユキイタ合戦・トップライダーズミーティング
予定表（タイムテーブル）

内　　　　容 備考

①ミドルリズムフリー：ミドルターンを刻みながらターンサイズやリズ
ム、落差、フォールラインを変えながら滑走する。

②ショートリズムフリー：ショートターンを刻みながらターンサイズやリ
ズム、落差、フォールラインを変えながら滑走する。

8:50 8:50

9:00 9:00

9:15 9:15

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

8:50 8:50
受付終了　

9:30

③３ゾーンフリー：競技コートを3分割し、それぞれ分割した3エリアで
ターンリズムを変化させてフリー演技する。（トリックも可）

10:00
開会式・種目説明

インスペクション開始

15:30

16:15

14:30
競技終了（予定）

14:30
高級フルーツ等争奪じゃんけん大会

15:00 15:00
じゃんけん大会終了

9:30

※屋内に集まっての閉会式は行いません。

15:30

16:15

成績（リザルト）掲示、景品交換

抽選会景品交換終了

※エキスパートクラスの選手の皆さんは”エンターテイメントゾーン”
を設けます。このゾーンでは持てるテクニック、表現力を駆使して会
場を盛り上げてください。



１班　ジュニアキャンプ　　杉本　貴昭 2班　一般キャンプ　　　宮崎　郁美

Biｂ 氏名 フリガナ 性別 都道府県 Biｂ 氏名 フリガナ 性別 都道府県

1 石田　琉翔 イシダ　リュウト 男性 長野県 8 石橋 正成 イシバシ マサナリ 男性 群馬県

2 名取 このみ ナトリ コノミ 女性 長野県 9 金田 雅人 カネタ マサト 男性 群馬県

3 10 西岡　史雄 ニシオカ フミオ 男性 岡山県

4 11 瀬辺 龍太 セベ リョウタ 男性 愛知県

5 12 塩沢 颯芳 シオザワ サツカ 男性 長野県

6 13
IN THE YUKI

だるま
イン ザ ユキダルマ 男性 長野県

7 14

3班　一般キャンプ　　　大月　秀俊 4班　一般キャンプ　　　木村　義一

Biｂ 氏名 フリガナ 性別 都道府県 Biｂ 氏名 フリガナ 性別 都道府県

15 大原 健志 オオハラ ケンシ 男性 長野県 22 結城 一也 ユウキ カズヤ 男性 長野県

16 名取 俊英 ナトリ トシヒデ 男性 長野県 23 小平 奏太 コダイラ ソウタ 男性 長野県

17 竹内 絆 タケウチ キズナ 女性 東京都 24 鈴木 悠太 スズキ ユウタ 男性 愛知県

18 古藤 慎太郎 コトウ シンタロウ 男性 愛知県 25 蜂谷　邦友 ハチヤ クニトモ 男性 神奈川県

19 小平 裕一 コダイラ ユウイチ 男性 長野県 26 鎌田 隆広 カマダ タカヒロ 男性 東京都

20 27

21 28

第11回信州ユキイタトップライダーズミーティング 参加者リスト　



Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

1
名取 このみ ナトリ コノミ

2
栁沢 朔翔 ヤナギサワ サクト

3
石田 琉翔 イシダ リュウト

4
栁沢 涼音 ヤナギサワ スズネ

5
丸山 寧音 マルヤマ ネネ

6
天野 由毅 アマノ ユウキ

7
松尾 莉玖 マツオ リク

8

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

9
永山 千明 ナガヤマ チアキ

10

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

11 根岸 伸太 ネギシ シンタ

12 小平 裕一 コダイラ ユウイチ

13 石橋 正成 イシバシ マサナリ

14
小平 奏太 コダイラ ソウタ

15 山内 章生 ヤマウチ アキオ

16 IN THE YUKI だるま イン ザ ユキダルマ

17
鎌田 隆広 カマダ タカヒロ

18 名取 俊英 ナトリ トシヒデ

19

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

20 築城 結真 ツイキ ユマ

21 伊藤 晴夏 イトウ ハルカ

22 築城 愛里咲 ツイキ アリサ

23 小林 由佳 コバヤシ ユカ

24 竹内 莉奈 タケウチ リナ

25 鈴木 望 スズキ ノゾミ

26

Ｂｉｂ Ｎｏ 氏名 フリガナ 備考

27 平嶋 翼 ヒラシマ ツバサ

28 加藤 聖渚 カトウ セナ

29 蜂谷　邦友 ハチヤ クニトモ

30 吉田 浩之 ヨシダ ヒロユキ

31 諸本 峻明 モロモト タカアキ

32 佐藤 一郎 サトウ イチロウ

33 大原 健志 オオハラ ケンシ

34 塩澤 颯芳 シオザワ サツカ

35 長瀬 次郎 ナガセ ジロウ

36 佐藤 善章 サトウ ヨシアキ

37 鈴木 悠太 スズキ ユウタ

38 鈴木 健志 スズキ タケシ

39 瀬辺 龍太 セベ リョウタ

40 大畠 洸二郎 オオハタ コウジロウ

41 渡邉 京右 ワタナベ キョウ

42 伊藤 政也 イトウ マサヤ

43 竹内 隆哉 タケウチ タカヤ

44 西岡　史雄 ニシオカ フミオ

45 奥田 昌太 オクダ ショウタ

46 金田 雅人 カネタ マサト

47 西上 友和 ニシガミ トモカズ

48

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

50 太田 洋道 オオタ ヒロミチ

51 古田 孟 フルタ ハジメ

52 竹内 絆 タケウチ キズナ

53 田口 あゆみ タグチ アユミ

54 本藤 昂汰 ホンドウ コウタ

55 竹村 昇平 タケムラ ショウヘイ

56 松村 勉 マツムラ ツトム

57 鈴木 天空 スズキ ソラ

58 村田 翔子 ムラタ ショウコ

59 竹内 柊哉 タケウチ シュウヤ

60 大塚 翔太 オオツカ ショウタ

61 才木 克弥 サイキ カツヤ

62 油井 紫苑 ユイ シオン

63 松永 教行 マツナガ ノリユキ

64 和田 拓馬 ワダ タクマ

65 飯塚 祐貴 イイヅカ ユウキ

66 鹿川 晴可 カガワ ハルカ

67 青木 友己 アオキ ユウキ

68 遠藤 晃 エンドウ アキラ

69 岡田 雄樹 オカダ ユウキ

70 山本 凌太郎 ヤマモト リョウタロウ

71 伴 梨里花 バン リリカ

72 橋本 謙太 ハシモト ケンタ

73 坂口 大樹 サカグチ ダイキ

74 齊藤 和輝 サイトウ カズキ

75 栁沢 貴 ヤナギサワ タカシ

76 小野塚 克幸 オノヅカ カツユキ

77 志鳥 有美 シドリ ユミ

78 長嶺 久美 ナガミネ クミ

79 小山 恵悟 コヤマ ケイゴ

80 古藤 慎太郎 コトウ シンタロウ

81

82

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 9

男子ビギナー 11→18

女子オープン 20→25

デラ掛け 55～80

男子オープン 27→47

混合エキスパート 50→54

デラ掛け 1～～25

混合エキスパート 55→80

デラ掛け 26～54

ジュニア 3→7、1→2

女子ビギナー 9

男子ビギナー 14→18、11→13

女子オープン 22→25、20→21

デラ掛け 50～57、64～80

男子オープン 34→47、27→33

混合エキスパート 58→63

デラ掛け １～２５

混合エキスパート 64→80、50→57

デラ掛け 27～47、58～63

ジュニア 5→7、1→4

女子ビギナー 9

男子ビギナー 16→17、12→15

女子オープン 24→25、20→23

デラ掛け 50～67、74～80、

男子オープン 41→47、27→40

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→80、50→67

※ 「デラ掛けと」は、横滑りの状態で行うコース整備。選手同士お互いが気遣い、良い滑りができるよう
コース整備にご協力ください。

ローテーション表 （スタート順番表）

第３種目 ３ゾーンフリー

第１種目 ミドルリズムフリー

第２種目 ショートリズムフリー


