（公財）全日本スキー連盟 B 級公認
2019 アルペンユース競技会栃木大会 開催要項
１．主

催

栃木県スキー連盟

２．主

管

栃木県スキー連盟競技本部

３．後

援

（公財）全日本スキー連盟 栃木県教育委員会 （株）下野新聞社
（株）東急リゾートサービスハンターマウンテン塩原
ハンターマウンテンスキースクール 塩原温泉観光協会 塩原温泉旅館協同組合
欧風菓子グリンデルベルグ 栃木県高等学校体育連盟スキー専門部

４．大会本部

ハンターマウンテン塩原スキー場内 センターハウス２Ｆ 201 室Ａ（大会期間中）
〒329-2922 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 TEL 0287-32-4580・FAX 0287-32-4065
※ 大会期間中の連絡先 TEL 090-1882-8183 (担当：競技本部長・山口)

５．期

日

平成３１（２０１９）年 ２月２２日(金) ～ ２月２４日(日)

６．会

場

ハンターマウンテン塩原スキー場（栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒）

７．競技種目

２月２３日（土） スラローム競技 ・ ２月２４日（日） スラローム競技

８．組

Ｋ１ 女子・男子（平成３０年度 小学校５・６年生）

別

Ｋ２ 女子・男子（平成３０年度 中学校１年～３年・高校１年生早生まれ）
９．日

程
期 日

２月 ２２日（金）

時 刻

種 目 等

会

場（その他）

17:30

受付

那須塩原市役所塩原支所 多目的ホール

18:00

ＴＣＭ・開会式

〒329-2923 栃木県那須塩原市中塩原 1-2
TEL 090-1882-8183（ 担当：山口 ）

8:50
２月２３日（土）
17:00
8:50
２月２４日（日）
随時実施

K1 女子・男子 SL 競技

LEXINGTON Ave. ( ﾚｷｼﾝﾄﾝ ｱﾍﾞﾆｭｰ )

k2 女子・男子 SL 競技

LEXINGTON Ave. ( ﾚｷｼﾝﾄﾝ ｱﾍﾞﾆｭｰ )

表彰式・ＴＣＭ

センターハウス２Ｆ ウエストホール

K1 女子・男子 SL 競技

LEXINGTON Ave. ( ﾚｷｼﾝﾄﾝ ｱﾍﾞﾆｭｰ )

k2 女子・男子 SL 競技

LEXINGTON Ave. ( ﾚｷｼﾝﾄﾝ ｱﾍﾞﾆｭｰ )

表彰式

各組とも競技終了後ゴールで実施

※ 気象条件等により日程が変更する場合があります。
※ 具体的な競技日程・競技開始時間等については変更もあります。最終決定は競技会前日
のＴＣＭで決定・連絡します。
重要事項 ※ 競技前日のＴＣＭにおいて、Bib を配布します。チーム代表者は必ず出席してくださ
い。ＴＣＭに出席できない場合は、ＤＮＳの有無・出席代理人氏名を事前に大会本部
等（下記参照）に必ずＦＡＸにて連絡してください。
(1) 2 月 21 日(木)までは 栃木県スキー連盟事務局 宛

FAX 028-665-9112

(2) 2 月 22 日(金)当日は 塩原山荘 渡辺竜司 宛 (17:00 までに送付) FAX 0287-32-3388
(3) 3 月 23 日(土)当日は ﾊﾝﾀｰ Mt.塩原スキー場内大会本部 宛
10．参加資格

FAX 0287-32-4065

以下の条件を満たした者に参加資格を与える。
(1) ＳＡＪ会員登録者であること。
(2) ＳＡＪ選手管理登録者であること。
(3) ＳＡＪスキー安全会又はこれに準ずる傷害保険に加入していること。

(4) 責任ある引率者が得られる者。
11．出場人員

北関東及び南関東ブロックの選手は参加人数に制限はない。
他ブロックは各県３０名以内（男女共通）とし、各県取りまとめのうえノーポイントの選
手はランキング付けして申し込むこと。
参加選手が１８０名を超える場合は、関東ブロック以外での申し込み者のＳＡＪポイン
ト下位の者から制限を行います。その際、ノーポイントの場合は主催者側の判断により
決定・処理します。エントリーオーバー等で出場できない場合には事前に連絡します。
参加者が１８０名に達しない場合は各ブロック及び各都県に振り分けます。

12．競技規則

ＦＩＳアルペン競技規則のチルドレン国際アルペン競技ルールを採用。
ＳＡＪ公認アルペンユース競技会開催要項に基づく。
スタート順は、K-2競技はＳＡＪポイントを採用の上、ポイントトップ１５までの
選手とノ―ポイントの選手を大会前日ＴＣＭにてドロー致します。K-1競技はオールドローとする。

13．表

彰

14．参 加 料

各組とも１位～６位まで賞状を授与します。
１種目 4,000 円 （２戦参加の場合 8,000 円）
(1) 申し込み後の選手の変更並びに参加料の返還は一切行いません。
(2) 遅延申込み及び記載事項不備、参加料同時未納の申込みは受け付けません。

15．申込手続

申込方法
(1)

申込期間：2019年１月１５日（火）〜2019年２月１２日（火）まで

(2)

申 込 先： ㈶ 栃木県スキー連盟 事務局内
2019 アルペンユース競技会栃木大会事務局 宛
〒321-2114 栃木県宇都宮市下金井町936-8
Tel:028-665-9111 Fax:028-665-9112 (休業日:土日・祝祭日)

(3) 申込書類： ＳＡＪエントリーフォーム
※ 栃木県連の選手は他の大会と同様に協会・クラブ毎に申し込む事。
(4) 北関東・南関東各ブロックで参加選手の割り振りを実施後、所属スキー連盟を経
由して一括して大会事務局（栃木県スキー連盟事務局）に現金書留にて申し込ん
でください。競技会にエントリーする場合は、必ず各都道府県単位で申し込んで
ください。関東ブロック以外の参加申し込みについても同様です。
(5) その他、申し込み手続き不備の場合は出場資格を与えないので注意する事。
16. ＳＡＪポイントについて
本競技会においてはＫ-１及びＫ-２ともにＳＡＪポイントをつける。
17. SAJ公認大会スタート数の制限について
(1)

技術系種目のＫ-１（小学校5・6年生）は８レース以内、Ｋ-２（中学1・2年生）は
10レース以内とする。悪天候等で途中、中止となったレース及びスピード系のレースは含ま
ない。中学３年生・高校１年生の早生まれは制限なしとする。

(2) ポイントレースとして成立しなかったレースはレース数にカウントされない。
(3) 上記項目(1)に違反した場合は、当該選手の違反したレースでの取得ポイントを無
効とし、さらに次年度１月３１日までのＳＡＪ公認大会のエントリーを禁止する
と共に、同期間ＦＩＳライセンスを発行しない。
18．その他

(1) 参加者は安全確保に十分注意すること。
(2) 傷害処置については、主催者は応急処置をするがその他責任を負わない。原則として各個
人加入の保険で対応すること。

(3) Bibの交付は前日のＴＣＭ時におこなう。チーム代表は必ず出席すること。
(4) 競技運営については、各所属団体及び各チームとも全面的に協力すること。
(5) 宿泊希望者は、当該地の観光協会等にて各自手配すること。栃木県スキー連盟で
は宿泊斡旋は行わない。
[連絡先] 塩原温泉観光協会 TEL:0287-32-4000
(6) その他必要事項が、生じた場合は大会本部で協議決定する。
（7） 変更等があった場合、栃木県スキー連盟ホームページに掲載する。

http://www.ski-tochigi.ne.jp/
※ リフト券の販売斡旋について
大会当日のリフト券については、特別価格￥５，２００（￥1,000の食事券付）で販売します。
購入希望の方は下記の用紙に記入の上、ＴＣＭ時に現金を添えて申し込むこと。
（券については当日の朝レースオフィスにて配布いたします）

切 り 取 り

リフト券購入申込書
都道府県・チーム名

２３日（土）分

枚

金額

円

２４日（日）分

枚

金額

円

合

計

枚

金額

円

