
２０１8（平成30年）競技部大会日程・役員表（希望者を掲載のため交替の可能性あり） №　１

行事名 国体ＣＣ山口県最終選考会、鈴木杯ジュニアＣＣ大会

会　期 (日)　

会場・本部 広島県 芸北国際スキー場 国際ロッジ ℡: 0859 - 52 - 2111

集　合 7日(日) 8：00 国際ロッジ

役　員 【責任者】 斉藤 正登 【総　務】 蛭谷 重男 １６名（順不同）

大会役員： 中村 克巳 山下 茂生 森本 栄一 島村 雅宏

競技役員： 中西 亮二 盛谷 光廣 紅床 次美 三原 克美 松永 　茂 井上 　健 高橋 勇一

小野村一人 藤本 浩史 藤田 賢治

行事名 国体GSL山口県最終選考会、河村杯ジュニアＡＬ大会

会　期 (月)　

会場・本部 広島県 芸北国際スキー場 国際ロッジ ℡: 0859 - 52 - 2111

集　合

役　員 【責任者】 三浦 成寿 【総　務】 藤田 純恵 ２２名（順不同）

大会役員： 中村 克巳 山下 茂生 森本 栄一 島村 雅宏

競技役員A： 斉藤 勝典 中西 亮二 紅床 次美 三原 克美 松永 　茂 神岡 博和 蛭谷 重男

井上 　健 高橋 勇一 小野村一人 藤田 賢治

競技役員Ｂ： 隅 　浩基 藤原　 孝 中村　 明 小坂 　浩 中谷 哲久

行事名 平成30年山口県体育大会冬季大会スキー競技会

会　期 (日)　～ （月）

会場・本部 広島県 芸北国際スキー場 ℡: 0859 - 52 - 2111

集　合 8日(月) ７：00 大平休憩所集合

役　員 【責任者】 盛谷 光廣 【総　務】 神岡 博和 藤田 純恵 ２５名（順不同）

中村 克巳 山下 茂生 森本 栄一 島村 雅宏 三浦 成寿 斉藤 勝典 中西 亮二 斉藤 正登

紅床 次美 三原 克美 松永 　茂 隅 　浩基 蛭谷 重男 井上 　健 高橋 勇一 小野村一人

藤本 浩史 藤田 賢治 藤原 　孝 中村　 明 小坂 　浩 中谷 哲久

行事名 2017　山口県スキー連盟会長杯スキー大会 　兼　第51回山口県スキー選手権大会

会　期 (月)

会場・本部 広島県 芸北国際スキー場 ℡: 0859 - 52 - 2111

集　合 クロス 12日　9：00　国際ロッジ アルペン 12日　７：00　大平無料休憩所

役　員 【責任者】 三浦 成寿 【総　務】 盛谷 光廣 神岡 博和 藤田 純恵 ２６名（順不同）

中村 克巳 山下 茂生 森本 栄一 島村 雅宏 斉藤 勝典 中西 亮二 斉藤 正登 紅床 次美

三原 克美 隅 　浩基 井上 　健 鈴木 彰太 高橋 勇一 小野村一人 村中 勝次 藤田 賢治

藤原 　孝 中村 大介 田中 善人 光部 将司 小坂 　浩 光貞 賢志

行事名 ＦＩＳ・高松宮杯大山アルペン兼だいせんホワイトリゾート杯

会　期 (木)　～ (月)

会場・本部 鳥取県 だいせんホワイトリゾート

集　合 日(　) 時　 中の原スキーセンター

役　員 【責任者】 村中 勝次 【総　務】 競技役員5名必要（順不同）

平野 順子 ＜4名不足＞

　※　割り当てられた市連から２名以上の参加をお願いします。

※　各大会役員は集合時間を厳守するとともに、山口県スキー連盟関係者としての自覚をもって行動すること。 (以下次頁)

平 成 30 年 1 月 18 日 平 成 30 年 1 月 22 日

2018：柳井・光・下松・周南、2019：防府・山口、2020:宇部・下関・萩・長門、2021:岩国

平 成 30 年 1 月 7 日

平 成 30 年 1 月 8 日

平 成 30 年 2 月 12 日

平 成 30 年 1 月 7 日 平 成 30 年 1 月 8 日

競技役員Ａ　7日（日）　12：00　国際ロッジ集合　／　競技役員Ｂ　8日（月）　7：00　大平休憩所集合　

国際ロッジ



№　2

行事名 ＦＩＳ・高松宮杯西日本選手権

会　期 (金)　～ (日)

会場・本部 鳥取県 だいせんホワイトリゾート

集　合 日(　) 時　 中の原スキーセンター

役　員 【責任者】 村中 勝次 【総　務】 競技役員5名必要（順不同）

平野 順子 ＜4名不足＞

　※　割り当てられた市連から２名以上の参加をお願いします。

※　各大会役員は集合時間を厳守するとともに、山口県スキー連盟関係者としての自覚をもって行動すること。

2018：柳井・光・下松・周南、2019：防府・山口、2020:宇部・下関・萩・長門、2021:岩国

平 成 30 年 3 月 9 日 平 成 30 年 3 月 11 日


