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第７７回北海道スキー選手権大会兼第７１回南・北北海道高等学校スキー選手権大会 

（競技説明資料） 

［ジュリー〕 

技術代表         池田幹雄 

A技術代表      竹田良和 

競技委員長       高橋浩一 

 

［競技説明〕 

１ 管理棟への入館について 

（１） 大会日の管理棟への入館は、ビブ着用者以外は入館できません。 

（２） 観戦者は、野外トイレを使用して下さい。 

（３） 更衣室は、チームテント及び主催者が準備したテントを使用して下さい。 

 

２ 受付について 

（１） 受付は、テントを準備し競技会当日管理棟の東側で行います。 

（２） 受付時、問診票を係に提出して下さい。 

 

３ スタートについて 

（１） ドローは、各組毎で行い、スタートの発走順は３・４・２・１で行います。 

（２） スタートは、シングル・インターバル・スタート１５秒間隔でスタートする。 

 

４  コースについて 

（１）  競技は、５Ｋコースを使用し２コースで行う、又、コースは午前８：００に開放する。 

（２）  アップ・コースは、競技本部の東南に約１．５Ｋｍコース及びスタートエリアの西側に準備する。 

（３）  ワックス・テストコースは、競技本部の北側に準備する。 

（４）  競技コース内でウォームアップする場合は、競技開始５前までとし競技開始後はアップ・コースで行うこと。 

 

５ 競技会場について 

（１） フィニッシュゾーンは約８０ｍとし３コリドーを設定する。 

（２） 会場への入場は、北側から入場し移動通路を通りスタート地点へ移動する。 

（３） 周回コースは、スタート位置の西側に設ける。 

（４） リレーの中継ゾーンは周回コース内に設ける、その長さは３０ｍとする。 

 

６ トランス・ポンダーについて 

（１） トランス・ポンダーの交付は、スタート位置の南側（個人競技）及び周回の西側（リレー競技）で配付する。  

（２） トランス・ポンダーの交付を受ける選手は、ビブを着用し交付板から選手自ら取り受領する。  

（３） 交付は、９：3０から開始する。                                                   

（４） １組（２個）とし両足の足首に 1個ずつ確実に装着すること。 



2 

 

（５） 受領した選手は、スタジアムの外に出ることを禁止する。  

（６） 受領した選手のウォームアップは、スタジアム内のアップ・コースを使用して下さい。            

 

７ リレー競技について 

（１） スタートの要領は、２分前に選手はスタートレーンに集合する、この時、スタートに関する指示を出す。 

その後の時間の通告は“スタート１分前”・“スタート３０秒前”を通告する、30秒前で選手は静止する、この時、スタ

ーターは旗を水平にし選手の静止を確認し旗を上げスタートの合図を発する。 

（２） スタートの位置は、周回コースの西側に設ける、又、スタートレーンは、3 トラック(矢じり型)を設ける。 

（３） 各走者のビブの色は、１走者（赤）・２走者（緑）・３走者（黄）・４走者（青）  

（４） 中継は、前の走者の手で次の走者の体の一部に触れることにより成立する、どんな方法であれ、次の走者を押す

行為は、禁止である。 

（５） 女子の競技開始は、１０：４０にスタートする。 

（６） リレー競技に参加するチームは、エントリー用紙を１５日受付で受領して下さい。 

（７） リレー競技のエントリー表の提出時間は、男子・女子競技開始の１時間前で終了する。 

（８） 先頭のチーム通過後１０分遅れたチームは繰り上げスタートを行う。 

（９） スタートから約２００ｍダブルトラックを設定する。 

 

８ コースの開放について 

（１）  １５日、クラシカル競技（１０ｋ）に参加する男子の選手が、アップを行うための競技コースの開放は、５ｋ競技を行

う男子Ｃ組の最終選手がスタートした３分後、コースを開放する、又、放送により連絡する。 

 

９ レースオフイスについて 

（１）  競技本部は、クロスカントリー競技場管理棟２階に開設する。 

 

10 抗議について  

（１）  規則に基づき書面で競技本部（セクレタリー）に提出して下さい。 

                                                                                                                 

11 表彰について 

（１）  各組毎競技終了後、管理棟の西側で行います。  

 

12 気象情報について 

（１）  最高地点（２Ｋ地点）・最低地点（会場）２箇所で測定します。 

（２）  競技開始３０分前に放送で連絡する。 

    

13 掲示板及び成績の掲示について 

（１）  公式掲示板は、管理棟東南側に設置する。 

（２）  掲示板に速報、非公式、公式リザルトを掲示する。 

（３）  非公式リザルト掲示から１５分後、公式リザルトに変更する。 
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（４）  公式リザルト用紙は配付しません、ホームページで確認して下さい。 

 

14 ＤＮＳ（出発棄権）及びＤＮＦ（途中棄権者）について 

（1） ＤＮS者は、ビブを持参し管理棟２Ｆ（競技本部）に申告して下さい。 

（２） ＤＮＦ者は、最寄りの競技役員に棄権を申告し、スキー及びビブを外して移動して下さい。 

 

15 ビブの配付について 

（１） チームに監督及びコーチ用としてビブ（２枚）交付します。 

（２） コース及び会場への入場は、大会用ビブ着用者のみとする。 

 

16 観客について 

（１） 会場（南西部）に観戦地域を設けています。 

（２） 指定地域以外の会場及びコースへの立ち入りは出来ません。 

（３） 管理棟への入館は出来ません、トイレは、野外トイレを使用して下さい。 

（４） 大声での応援は、自粛して下さい。  

 

17 ゴール後の行動について 

（1） ビブ、トランポンダー返納後、回収所からスタート位置へ戻り衣類及びスキー等を回収して下さい、その後、指定

の通路を通り会場から退場して下さい、その後は会場に入れません。 

（２） ゴール後は、会場内のＷ－UP コースでのダウン走は禁止とします。 

 

18 コロナ対策について 

（1） 競技及びアップ以外はマスクを着用して下さい。 

（２） 選手の移動、スタート前待機位置での選手間隔は２ｍ以上距離を開けて下さい。 

 

19 チームリーダーミーティングについて 

（1） チームリーダーミーティングは実施しない、ホームページ掲載資料で確認して下さい。 

（２） 全日本・国体の出場に関する説明は、１５日・１６日、表彰式終了後、３階ジュリー室で行います。 

 

 

 



番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム

1 高校のみ 北女 松岡　紅杏 名寄産業高校 10:00:15 41 成A 西木　励仁 青森大学スキー部 11:00:15 81 少男 松本　聖也 美幌中学校 11:10:15

2 少女 北女 岡田　愛理 旭川西高校 10:00:30 42 少男 北男 青野　挑夢 留萌高校 11:00:30 82 成B 酒井慎太郎 名寄３普連 11:10:30

3 女A 栃谷　　和 日本大学 10:00:45 43 成A 工藤　隼人 法政大学 11:00:45 83 成B 内田　伸明 名寄３普連 11:10:45

4 少女 金津　美雪 東明中学校 10:01:00 44 少男 南男 佐々木ひな太 恵庭南高校 11:01:00 84 成B 東　　豊人 名寄３普連 11:11:00

5 少女 宮崎　真衣 美幌北中学校 10:01:15 45 少男 南男 細口　大翔 倶知安高校 11:01:15 85 少男 北男 石原　　徳 東川高校 11:11:15

6 少女 南女 窪田さくら 恵庭南高校 10:01:30 46 少男 南男 伊藤　大輝 倶知安高校 11:01:30 86 成A 三上　玲央 名寄３普連 11:11:30

7 少女 北女 谷水　七彩 東川高校 10:01:45 47 少男 北男 富田　紘生 富良野高校 11:01:45 87 少男 石川竜太郎 美幌北中学校 11:11:45

8 少女 篠島　渚紗 神居東中学校 10:02:00 48 少男 北男 梅澤　聡嗣 東川高校 11:02:00 88 少男 北男 永易　幸太 富良野高校 11:12:00

9 少女 北女 五十嵐琴音 東川高校 10:02:15 49 少男 北男 工藤　匠生 東川高校 11:02:15 89 高校のみ 南男 佐藤　　樹 小樽未来創造高校 11:12:15

10 少女 北女 矢野　美輝 おといねっぷ美術工芸高校 10:02:30 50 成A 橋場　　陸 近畿大学 11:02:30 90 少男 吉田　頼生 美幌中学校 11:12:30

11 少女 北女 栃谷　天寧 おといねっぷ美術工芸高校 10:02:45 51 少男 南男 安藤　功騎 倶知安高校 11:02:45 91 少男 北男 村上　楓人 旭川農業高校 11:12:45

12 少女 北女 松本　実優 おといねっぷ美術工芸高校 10:03:00 52 少男 北男 後藤　大志 おといねっぷ美術工芸高校 11:03:00 92 少男 橋本　　哲 美幌中学校 11:13:00

13 少女 北女 藤田　心那 東川高校 10:03:15 53 少男 北男 前田　航希 富良野高校 11:03:15 93 成A 山下　翔大 名寄３普連 11:13:15

14 女A 髙橋実紗希 日本大学 10:03:30 54 少男 北男 吉田　怜央 おといねっぷ美術工芸高校 11:03:30 94 成A 三崎　大河 名寄３普連 11:13:30

15 少女 北女 岩佐　奏葉 留萌高校 10:03:45 55 少男 南男 中村　光汰 恵庭南高校 11:03:45 95 成B 横田　明俊 2戦車上富良野 11:13:45

16 女A 山石沙也加 飯山市スキークラブ 10:04:00 56 少男 南男 成田　大地 恵庭南高校 11:04:00 96 少男 千葉　煌生 美幌中学校 11:14:00

17 少女 北女 吉田さくら 富良野高校 10:04:15 57 少男 北男 金津　慶斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:04:15 97 成A 水間　惇平 青森大学スキー部 11:14:15

18 女A 三橋　桃子 東海大学 10:04:30 58 少男 南男 久保　颯大 倶知安高校 11:04:30 98 成B 宗原　弘周 東川町教育委員会 11:14:30

19 少女 北女 小池　　梓 富良野高校 10:04:45 59 成A 池邊　刀那 札幌大学 11:04:45 99 成A 片平　達也 2戦車上富良野 11:14:45

20 女A 船場菜南子 日本大学 10:05:00 60 成A 戸松　秀斗 法政大学 11:05:00 100 成A 黒須　啓介 2戦車上富良野 11:15:00

21 少女 窪田くるみ 和寒中学校 10:05:15 61 成A 松田　敦士 日本大学 11:05:15 101 成A 玉井　　葵 2戦車上富良野 11:15:15

22 少女 北女 田村　名菜 美幌高校 10:05:30 62 少男 北男 今関新太郎 おといねっぷ美術工芸高校 11:05:30

23 少女 北女 山原　　唯 鷹栖高校 10:05:45 63 少男 南男 古田　　歩 倶知安高校 11:05:45

24 少女 菊池　凜花 名寄中学校 10:06:00 64 成A 上田　千春 東海大学 11:06:00

25 女A 佐々木美紗 早稲田大学 10:06:15 65 成B 児玉　宗史 JR北海道スキー部 11:06:15

26 少女 桐山　日向 美幌中学校 10:06:30 66 少男 北男 小池　駿介 富良野高校 11:06:30

27 女A 山﨑　愛深 東海大学 10:06:45 67 少男 南男 三田　歓平 倶知安高校 11:06:45

28 少女 北女 小林　花音 おといねっぷ美術工芸高校 10:07:00 68 成B 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:07:00

29 少女 北女 小林　花凛 おといねっぷ美術工芸高校 10:07:15 69 成A 後藤　大成 自衛隊体育学校 11:07:15

30 女B 竹原　雪絵 丹野塾 10:07:30 70 少男 北男 川口　颯希 旭川明成高校 11:07:30

71 少男 北男 神　幸太朗 留萌高校 11:07:45

72 成A 森口　翔太 日本大学 11:08:00

番号 氏　　名 所　属 出発タイム 73 少男 南男 小上　楓真 恵庭南高校 11:08:15

31 成C 柴田　春樹 名寄３普連 10:07:45 74 成A 大田喜日向 自衛隊体育学校 11:08:30

32 成C 山田　雄太 北海道エネルギーベストマンクラブスキー部 10:08:00 75 少男 北男 中嶋央二郎 富良野高校 11:08:45

33 成C 中島　徹也 名寄３普連 10:08:15 76 成A 松村亜斗夢 JR北海道スキー部 11:09:00

34 成C 亀山　幸司 2戦車上富良野 10:08:30 77 成A 蜂須賀優駿 JR北海道スキー部 11:09:15

35 成C 坂田　　耕 Team宗方japan 10:08:45 78 少男 南男 田村　大幸 倶知安高校 11:09:30

36 成C 堀　　利一 ｻｯﾎﾟﾛﾄﾚｲﾙｽﾞﾉﾙﾃﾞｨｯｸ 10:09:00 79 成A 山岸　　徹 名寄３普連 11:09:45

37 成C 成田　大助 2戦車上富良野 10:09:15 80 成B 佐藤　大介 名寄３普連 11:10:00

組

【男子Ｃ組クラシカル競技】　５ｋｍ　女子に引き続きスタート

第７７回北海道スキー選手権大会
第７４回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

クロスカントリー　クラシカル競技　スタートリスト　1月1５日(土)

【男子クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００ 【男子クラシカル競技】　１０ｋｍ　競技開始１１：００【女子クラシカル競技】　５ｋｍ　競技開始１０：００



【男子フリー競技】　１５ｋｍ　競技開始１１：００

番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム 番号 組 高校 氏　　名 所　属 出発タイム

201 少女 北女 矢野　美輝 おといねっぷ美術工芸高校 10:00:15 231 少男 北男 富田　紘生 富良野高校 11:00:15 264 成男 池邊　刀那 札幌大学 11:08:30

202 少女 南女 窪田さくら 恵庭南高校 10:00:30 232 少男 北男 後藤　大志 おといねっぷ美術工芸高校 11:00:30 265 成男 大田喜日向 自衛隊体育学校 11:08:45

203 少女 北女 藤田　心那 東川高校 10:00:45 233 少男 南男 田村　大幸 倶知安高校 11:00:45 266 少男 北男 小池　駿介 富良野高校 11:09:00

204 少女 金津　美雪 東明中学校 10:01:00 234 成男 工藤　隼人 法政大学 11:01:00 267 少男 北男 川口　颯希 旭川明成高校 11:09:15

205 少女 北女 松本　実優 おといねっぷ美術工芸高校 10:01:15 235 成男 西木　励仁 青森大学スキー部 11:01:15 268 少男 南男 三田　歓平 倶知安高校 11:09:30

206 少女 北女 五十嵐琴音 東川高校 10:01:30 236 少男 南男 細口　大翔 倶知安高校 11:01:30 269 少男 北男 神　幸太朗 留萌高校 11:09:45

207 少女 宮崎　真衣 美幌北中学校 10:01:45 237 成男 中島　徹也 名寄３普連 11:01:45 270 成男 戸松　秀斗 法政大学 11:10:00

208 少女 北女 岩佐　奏葉 留萌高校 10:02:00 238 少男 南男 佐々木ひな太 恵庭南高校 11:02:00 271 少男 橋本　　哲 美幌中学校 11:10:15

209 少女 北女 吉田さくら 富良野高校 10:02:15 239 少男 南男 成田　大地 恵庭南高校 11:02:15 272 少男 吉田　頼生 美幌中学校 11:10:30

210 少女 北女 小池　　梓 富良野高校 10:02:30 240 成男 橋場　　陸 近畿大学 11:02:30 273 成男 三上　玲央 名寄３普連 11:10:45

211 成女 髙橋実紗希 日本大学 10:02:45 241 少男 北男 梅澤　聡嗣 東川高校 11:02:45 274 少男 北男 村上　楓人 旭川農業高校 11:11:00

212 少女 北女 栃谷　天寧 おといねっぷ美術工芸高校 10:03:00 242 少男 南男 中村　光汰 恵庭南高校 11:03:00 275 少男 北男 石原　　徳 東川高校 11:11:15

213 成女 船場菜南子 日本大学 10:03:15 243 少男 北男 金津　慶斗 おといねっぷ美術工芸高校 11:03:15 276 成男 横田　明俊 2戦車上富良野 11:11:30

214 成女 山石沙也加 飯山市スキークラブ 10:03:30 244 少男 南男 安藤　功騎 倶知安高校 11:03:30 277 成男 内田　伸明 名寄３普連 11:11:45

215 成女 三橋　桃子 東海大学 10:03:45 245 少男 北男 前田　航希 富良野高校 11:03:45 278 成男 山下　翔大 名寄３普連 11:12:00

216 少女 北女 田村　名菜 美幌高校 10:04:00 246 少男 南男 久保　颯大 倶知安高校 11:04:00 279 成男 柴田　春樹 名寄３普連 11:12:15

217 少女 北女 谷水　七彩 東川高校 10:04:15 247 少男 北男 吉田　怜央 おといねっぷ美術工芸高校 11:04:15 280 成男 東　　豊人 名寄３普連 11:12:30

218 少女 菊池　凜花 名寄中学校 10:04:30 248 成男 佐藤　大介 名寄３普連 11:04:30 281 成男 亀山　幸司 2戦車上富良野 11:12:45

219 少女 篠島　渚紗 神居東中学校 10:04:45 249 少男 北男 工藤　匠生 東川高校 11:04:45 282 高校のみ 南男 佐藤　　樹 小樽未来創造高校 11:13:00

220 高校のみ 北女 松岡　紅杏 名寄産高校 10:05:00 250 少男 北男 青野　挑夢 留萌高校 11:05:00 283 成男 山岸　　徹 名寄３普連 11:13:15

221 成女 栃谷　　和 日本大学 10:05:15 251 成男 松田　敦士 日本大学 11:05:15 284 成男 山田　雄太 北海道エネルギーベストマンクラブスキー部 11:13:30

222 少女 北女 岡田　愛理 旭川西高校 10:05:30 252 成男 後藤　大成 自衛隊体育学校 11:05:30 285 成男 酒井慎太郎 名寄３普連 11:13:45

223 少女 北女 小林　花音 おといねっぷ美術工芸高校 10:05:45 253 成男 上田　千春 東海大学 11:05:45 286 成男 三崎　大河 名寄３普連 11:14:00

224 成女 山﨑　愛深 東海大学 10:06:00 254 成男 吉田　悠真 JR北海道スキー部 11:06:00 287 少男 松本　聖也 美幌中学校 11:14:15

225 成女 佐々木美紗 早稲田大学 10:06:15 255 少男 南男 小上　楓真 恵庭南高校 11:06:15 288 少男 北男 永易　幸太 富良野高校 11:14:30

226 少女 北女 山原　　唯 鷹栖高校 10:06:30 256 少男 北男 今関新太郎 おといねっぷ美術工芸高校 11:06:30 289 少男 石川竜太郎 美幌北中学校 11:14:45

227 少女 桐山　日向 美幌中学校 10:06:45 257 成男 児玉　宗史 JR北海道スキー部 11:06:45 290 成男 黒須　啓介 2戦車上富良野 11:15:00

228 少女 北女 小林　花凜 おといねっぷ美術工芸高校 10:07:00 258 少男 南男 古田　　歩 倶知安高校 11:07:00 291 成男 片平　達也 2戦車上富良野 11:15:15

229 少女 窪田くるみ 和寒中学校 10:07:15 259 成男 松村亜斗夢 JR北海道スキー部 11:07:15 292 成男 玉井　　葵 2戦車上富良野 11:15:30

260 成男 蜂須賀優駿 JR北海道スキー部 11:07:30 293 成男 水間　惇平 青森大学スキー部 11:15:45

261 少男 北男 中嶋央二郎 富良野高校 11:07:45 294 少男 千葉　煌生 美幌中学校 11:16:00

262 少男 南男 伊藤　大輝 倶知安高校 11:08:00 295 成男 宗原　弘周 東川町教育委員会 11:16:15

263 成男 森口　翔太 日本大学 11:08:15

第７7回北海道スキー選手権大会
第７4回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

クロスカントリー　フリー競技　スタートリスト　1月16日(日)
【女子フリー競技】　１０ｋｍ　競技開始１０：００ 【男子フリー競技】　１５ｋｍ　競技開始１１：００



一般男子組、高校男子組　競技開始１０：００

番号 組 高校 チ　ー　ム　名

1 男子一般 JR北海道スキー部

2 男子少年 北 富良野高校

3 男子少年 南 恵庭南高校

4 男子少年 南 倶知安高校

5 男子少年 北 おといねっぷ美術工芸高校

6 男子一般 2戦車上富良野

7 男子一般 名寄3普連B

8 男子一般 名寄3普連Ａ

女子組　競技開始　男子第2走者スタート後

番号 組 高校 チ　ー　ム　名

11 高校のみ 北 東川高校

12 少年女子 北 おといねっぷ美術工芸高校

第７７回北海道スキー選手権大会

第７４回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会

クロスカントリー　リレー競技　スタートリスト　1月1７日(月）


