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一般財団法人 東京都スキー連盟
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-4-15平河町小池ビル２F TEL：03（3262）2491

FAX：03-3264-6540

平成30年1月24日
各都道府県スキー連盟会長
教育本部長各位
第15回全日本スノーボード技術選手権大会兼
第8回スノーボードデモンストレーター選考会
実行委員長
一般財団法人 東京都スキー連盟 会長
菱沼 信夫
第15回全日本スノーボード技術選手権大会兼
第8回スノーボードデモンストレーター選考会の開催について（ご案内）
初春の候、各都道府県スキー連盟におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、スノーボード技術系の最高峰である本大会を本年も新潟県の上越国際スキー場で開催する運び
となりました。主幹団体として、地元新潟県及びスキー場との協力体制を構築し、万全の体制で大会が
運営できるように準備をいたしております。
多数の選手役員からのご参加をいただき、スノーボード技術を競い磨きあう大会を目指し、更には幅
広いスノーボード愛好者の普及拡大に繋がる大会となるよう祈念いたしましてご案内申し上げます。
記
○送付資料
（１）大会開催要項等について………………………………添付資料①（本紙）
◎大会開催要項……………………………………………添付資料②
◎競技規則…………………………………………………添付資料③
（２）申込選手名簿一覧記入例付資料………………………添付資料④
（３）出場選手プロフィールシート…………………………添付資料⑤
（４）オープン参加について…………………………………添付資料⑥⑦
（５）上越国際観光協会宿泊について………………………添付資料

【問合せ先・一般財団法人東京都スキー連盟内】
第15回全日本スノーボード技術選手権大会兼第8回デモンストレーター選考会事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-15 平河町小池ビル２F
TEL：03（3262）2491

FAX：03-3264-6540

Email：toren＠sepia.ocn.ne.jp URL：https://www.ski-tokyo.jp
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第1５回全日本スノーボード技術選手権大会兼
第8回デモンストレーター選考会
開催要項
【主
【主
【後
【協
【会

催】
管】
援】
力】
場】

公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
南魚沼市・公益財団法人新潟県スキー連盟・株式会社上越観光開発
公益財団法人神奈川県スキー連盟
上越国際スキー場
〒949-6431 新潟県南魚沼市樺野沢112番地1号

【実行委員会】 第1５回全日本スノーボード技術選手権大会兼第8回デモンストレーター選考会事務局
〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-15 平河町小池ビル２F
一般財団法人東京都スキー連盟内
TEL：03（3262）2491 FAX：03-3264-6540
【競技本部】 開設：２月２８日（水）9:00～
ホテルグリーンプラザ上越 ラウンジライラック奥

TEL：070-1323-2644

【大会日程】
日
程
3月1日（木）
[第一日目]

時
間
9:00～13:00
10:00～12:00
13:00～15:00
17:00～

内
容
選手受付
AMコートオープン（ビブ着用）
PMコートオープン（ビブ着用）
開会式

19:00～

代表者会議

3月2日（金） 8:20～ 9:00
[第二日目]
9:15～

17:00～

3月3日（土） 8:20～ 9:00
[第三日目]
9:15～

17:00～

3月4日（日） 8:20～ 9:00
決勝
9:15～
[第四日目]
14:00（予定）

インスペクション
～予選競技開始～
・リズムキープ（人工構築物）
・フリーライディング（ナチュラル）
代表者会議
公式記録発表
（代表者会議終了後30分目途）
インスペクション
～予選競技開始～
・フリーライディング（人工構築物）
・リズムキープ（整地）
代表者会議
公式記録発表
（代表者会議終了後30分目途）
インスペクション
～決勝競技開始～
・フリーライディング （人工構築物）
・フリーライディング （整地）
成績発表・閉会式
スノーボードデモンストレーター認定式
公式記録発表

場
所
・受付
上越国際観光協会2F
・開会式
南魚沼市民会館（大ホール）
・代表者会議
上越国際観光協会2F

・長峰第3ゲレンデ
・美奈ゲレンデ
・代表者会議
上越国際観光協会2F

・長峰第3ゲレンデ
・大別当ゲレンデ
・代表者会議
上越国際観光協会2F

・長峰第3ゲレンデ
・大別当ゲレンデ
・長峰第3ゴールエリア
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【競技種目】 ◆予選
・リズムキープ
・フリーライディング
◆予選
・フリーライディング
・リズムキープ
◆決勝
・フリーライディング
・フリーライディング

（人工構築物）
（ナチュラル）

長峰第3ゲレンデ
美奈ゲレンデ

（人工構築物）
（整地）

長峰第3ゲレンデ
大別当ゲレンデ

（人工構築物）
（整地）

長峰第3ゲレンデ
大別当ゲレンデ

※天候及び斜面状況により、種目の内容及び順序を変更することもある。
その場合は場内放送及び公式掲示にて周知する
：与えられた斜面を独創的なライディングの構成で、力強さ、優雅さ、美しさや
迫力などを卓越した技術と正確なスノーボードのコントロールで表現する。
：その斜面で自己の技術を最大限発揮できるターンサイズで、斜度や地形に左右
されずに滑走のリズムを維持してライディングする。

【競技方法】
1. 規制されたコートにおいて種目内容の滑走を行う
2. 予選は競技4種目5審3採用（上下カット）で2審判団がジャッジを行う
班別及び班中のローテーションを行う
原則として女子班の競技を先に行う
3. 決勝は競技２種目5審3採用（上下カット）で2審判団がジャッジを行う
原則として女子班の競技を先に行う
決勝の滑走順は決勝進出者のみを圧縮してローテーションを行う
4. 予選・決勝の順位決定は競技規則に準ずる
【決勝進出人数】
決勝進出人数は各カテゴリーの５０％ととする

【そ の 他】2018年度オフィシャルブック１

P43～４７をご覧ください。
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競

技

【公式用品用具の使用に関して】
競技中は、マテリアルチェックを受けた用具を使用するも
のとする。
【ヘルメットの着用に関して】
競技中はヘルメットを着用しなければならない。
【ビブスの着用に関して】
インスペクション等でコートに入る際は、必ずビブスを外
側に着用することとする。
【スタート要領に関して】
1. 選手は各種目ともスタート地点に 10 分前に集合し、
スタート審判の点呼を受け応答しなくてはならない。
2. 選手は前者の出発後直ちにスタート位置につき準備
を整える
3. 選手はスタート審判の合図により出発する。直ちに出
発しない場合は、当該種目を棄権したものとみなす。
【フィニッシュの要領について】
フィニッシュはコート下部の左右にある目印を結ぶフィ
ニッシュラインの通過をもって競技終了とする。
※安全のためフィニッシュライン通過後はスピードコン
トロールを行い減速すること
【演技の中断等に関して】
1. 演技を中断した場合は、その位置で体制を整え再スタ
ートする。中断が長引く場合は審判長の指示に従う。
2. 選手は係員の幇助を受けることができる。
3. やむを得ず途中棄権をする場合は、その旨を係員に告
げ、速やかにコート外に移動する。この場合は当該種
目の得点は０点とするが、次の種目からの出場権は維
持される。
【コートインスペクションについて】
1. コート設定後のインスペクションは原則としてコー
ト外から行う。ただし必要がある時は事前に公示・通
告し横滑りによりコート内に入り行うことがある。
2. インスペクションの際には、必ずビブスを外側に着用
することとする。
3. 詳細については代表者会議にて伝える。
【抗議に関して】
抗議は監督又は、コーチが書面を持って競技委員長に提出
する。ただし急を要する場合は当該コートの審判長に申し
出ることができる（競技終了後５分以内とする）
。
【斜面の設定に関して】
1. 競技斜面はその条件を満たせる設定を行う。
2. 種目の規制要領は別途提示する。

規

則

【審判員・審判方法などに関して】
1. 競技種目の採点は公開表示による５審判３採用で行
う。
2. 採点は１審判１００点満点とし減点法により行う。
3. 規定違反の減点は審判団の中で協議する。
【大会中の日程などの変更に関して】
会期中天候やその他の状況によって実施方法、コート変更
する事がある。その場合は裁定委員会で決定する。
【広報・掲示などに関して】
大会の成績及び変更内容は公式掲示をする。
【順位の決定】
1. 予選
４種目の合計点で決定する。
※同点の時は次の方法により上位者を決定する。
① リズムキープ（整地）の得点上位者とする。
② 上記①で決定しない時は、フリーライディング
（人工構築物）の得点上位者とする。
③ 上記②で決定しない時は、フリーライディング
（ナチュラル）の得点上位者とする。
④ 上記で決定しない場合は同順位とする。
2. 決勝
２種目(予選 4 種目を合算)合計得点で決定する。
※同点の時は次の方法により上位者を決定する。
① 決勝種目合計点の上位者とする。
② 上記①で決定しない時は、予選種目合計点の上位
者とする。
③ 上記②で決定しない時は、決勝フリーライディン
グ（整地）の得点上位者とする。
④ 上記で決定しない場合はくじ引きとする。
【ナショナルスノーボードデモンストレーター及び、
SAJ スノーボードデモンストレータ選出基準及び要領】
オフィシャルブック２０１８年度教育本部諸規定 P96 の
５３９及び、P１２４の５５４に則る
【その他】
競技会中のすべての最終決定は裁定委員会の決定による。
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第15回全日本スノーボード技術選手権大会出場選手申込書
【アルペン女子】
№
記入例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

氏

名

東 はるみ

フリガナ
アズマ ハルミ

加盟団体名 :
資

格

指導員

スキー連盟

所属団体(クラブ)

生年月日(西暦)

SAJ会員番号

花屋敷スキークラブ

1993年1月7日

０１２３４５６
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出場選手プロフィールシート
ふりがな

氏名

加盟団体

所属団体
連

BIB 番号

出場カテゴリー

男子 FS ・ 女子 FS ・ 男子 AP ・ 女子 AP
全日本出場回数

コメント・意気込み

※マテリアルチェック際にお持ちください

SAJ30 教 第 549 号
平成 30 年１月 18 日
加 盟 団 体 各 位

公益財団法人全日本スキー連盟
教育本部長 岡田 良平
2018 年度 第 55 回全日本スキー技術選手権大会 及び
第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会のオープン参加について
平素より、教育本部事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今年度の全日本スキー技術選手権大会及び全日本スノーボード技術選手権大
会でオープン参加希望者を募ることとなりました。オープン参加は出場枠の人数にカ
ウントいたしません。
つきましては、参加希望者を貴連盟でお取りまとめの上、下記のとおりお申込みく
ださい。お手数ですが、本件について、貴連盟の関係者に周知してくださるようお願いい
たします。
記
【第 55 回全日本スキー技術選手権大会のオープン参加の要件】
出場者は次に掲げる内容を満たしていなければなりません。
① 2018 年度 SAJ 会員登録を完了している満 18 歳以上の外国籍の者で、加盟団体が主
催する予選会を通過し、当該加盟団体長の推薦を受けた者。または、2018 年度 SIA
会員登録を完了している満 18 歳以上の者で SIA 会長の推薦を受けた者。
② 各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。保険未加入者は参加できません。
③ SAJ スキー級別テスト１級以上または同等の認定を受けている者。
④ 本連盟教育本部長が出場を認めた者。
【第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会のオープン参加の要件】
出場者は次に掲げる内容を満たしていなければなりません。
① 2018 年度 SAJ の会員登録を完了している満 18 歳以上の外国籍の者。
② 各保険会社のスノーボード傷害保険に加入している者。保険未加入者は参加でき
ません。
③ SAJ スノーボード級別テスト１級以上の認定を受けている者。
④ 加盟団体が主催する予選会を通過し、当該加盟団体長の推薦を受けた者。
⑤ 本連盟教育本部長が出場を認めた者。
■第 55 回全日本スキー技術選手権大会のオープン参加の申込について
【申込先】
貴連盟から、下記の申込先Ⅰ・Ⅱの２か所へそれぞれ郵送でお申込みください。参加者
個人から直接申込むことはできません。
〔申込先Ⅰ〕
〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内
1

公益財団法人全日本スキー連盟「第 55 回全日本スキー技術選手権大会」係宛
（提出物）①②をクリップ留めすること
① 第 55 回全日本スキー技術選手権大会オープン参加申込書（正本） １部
② コマーシャルマーキング申請書セット
１部
（申請書に実物大のロゴマークデザイン（写）をＡ４用紙でホチキス留めした
セット）
＊申請書はロゴマーク１つにつき１枚提出しなければなりません。
実物大のロゴマークデザインをＡ４用紙でホチキス留めすること。
③ 申込み集計表デジタルデータ （USB メモリーで提出してください）
（デジタルデータ形式の資料に「オープン参加」と明記のこと）
④ 送金案内書
〔申込先Ⅱ〕
〒048-1711 北海道虻田郡留寿都村字泉川 13 番地
ルスツリゾートホテル内「第 55 回全日本スキー技術選手権大会」競技本部宛
（提出物）①②をクリップ留めすること
① 第 55 回全日本スキー技術選手権大会オープン参加申込書（副本） 1 部
② コマーシャルマーキング申請書セット
１部
（申請書に実物大のロゴマークデザイン（写）をＡ４用紙でホチキス留め）
③ 申込み集計表デジタルデータ （USB メモリーで提出してください）
（デジタルデータ形式の資料に「オープン参加」と明記のこと）
【申込〆切】

2018 年２月 13 日（火）消印有効

【参加料】

選手１名につき 10,000 円
貴連盟で参加料を取りまとめ、申込〆切日迄に全日本スキー連盟の指

【送金先】

定口座にお振込みください。参加者個人が直接参加料を納入すること
はできません。
みずほ銀行 渋谷支店 普通口座 501194

公益財団法人全日本スキー連盟
【その他】 競技規則、コマーシャルマーキング申請等全日本スキー技術選手権大会に準
じます。（2018 オフィシャルブックＰ28～Ｐ30 参照のこと）

■第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会のオープン参加の申込について
【申込先】
貴連盟から、下記の申込先Ⅰ・Ⅱの２か所へそれぞれ郵送でお申込みください。参加
者個人から直接申込むことはできません。
〔申込先Ⅰ〕
〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内
公益財団法人全日本スキー連盟「第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会」係宛
（提出物）①②をクリップ留めすること
① 第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会オープン参加申込書（正本） １部
② コマーシャルマーキング申請書セット
１部
（申請書に実物大のロゴマークデザイン（写）をＡ４用紙でホチキス留めした
2

セット）
＊申請書はロゴマーク１つにつき１枚提出しなければなりません。
実物大のロゴマークデザインをＡ４用紙でホチキス留めすること。
③ 申込み集計表デジタルデータ （USB メモリーで提出してください）
（デジタルデータ形式の資料に「オープン参加」と明記のこと）
④ 送金案内書
〔申込先Ⅱ〕
〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-15 平河町小池ビル２Ｆ
一般財団法人東京都スキー連盟
「第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会事務局」
（提出物）①②をクリップ留めすること
① 第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会オープン参加申込書（正本） １部
② コマーシャルマーキング申請書セット
１部
（申請書に実物大のロゴマークデザイン（写）をＡ４用紙でホチキス留め）
③ 第 15 回スノーボード技術選手権大会出場選手申込書（エクセルシート）
（デジタルデータ形式の資料に「オープン参加」と明記のこと）
＊後日実行委員会からエクセルシート資料送付予定
【申込〆切】 2018 年２月６日（火）必着
【参加料】

選手１名につき 10,000 円
貴連盟で参加料を取りまとめ、申込〆切日迄に全日本スキー連盟の指
定口座にお振込みください。参加者個人が直接参加料を納入すること
はできません。

【送金先】

みずほ銀行 渋谷支店 普通口座 501194
公益財団法人全日本スキー連盟

【その他】 競技規則、コマーシャルマーキング申請等全日本スキースノーボード技術選
手権大会に準じます。

（別添）
・2018 年度 第 55 回全日本スキー技術選手権大会オープン参加申込書
・2018 年度 第 15 回全日本スノーボード技術選手権大会オープン参加申込書

3

年

公益財団法人全日本スキー連盟会長 殿

月

日

オープン参加

2018年度 第15回 全日本スノーボード技術選手権大会申込書
本大会参加に際しましては、傷害事故防止に十分注意するとともに万が一私が原因で発生した事故に対して
全て私の責任において処理することを承知の上、申し込みます。
出 場 部 門
○で囲む

フリースタイル
男子

フリースタイル
女子

アルペンスタイル
男子

NAME

性 別

氏 名

男・女

加盟団体

スキー連盟

アルペンスタイル
女子

生 年 月 日
西暦

年

年 齢
月

日

ＳＡＪ
会員番号

所属クラブ

国 籍
〒

自宅住所

電話番号

自宅

携帯電話

保 有 資 格
（該当資格を○で囲む）
合格年度

スノーボード１級
西暦

年

スノーボード準指導員
月

西暦

年

スノーボード指導員
月

西暦

過去の大会成績（競技成績もあれば記入してください。

年

デモ歴、ナショナルチーム歴

西暦

年

大会

位

西暦

年

大会

位

参加者はスノーボードの傷害保険に加入していることが必要です。未加入の場合は申込ができません。
保険会社名
傷害保険
証券番号

使用マテリアル
（メーカー名記載のこと）

ボード

ブーツ

加盟団体記入欄

加盟団体記入欄

加盟団体名・団体長名

加盟団体ランキング
㊞
第

担当者氏名
㊞
〔個人情報の取り扱いについて〕

この個人情報は、第15回全日本スノーボード技術選手権大会の運営のみに使用されることに同意します。
※Ａ４サイズに拡大コピーを取り、使用してください

位

月

