
 
 
 
資料② 

第 19 回全日本スノーボード技術選手権大会 

新型コロナ感染対策及び降雪等の影響により、（2021 年 12 月 5 日現在）大会実施要領が変更に

なる場合があります。詳細は後日告知される大会公式 Facebook ページをご確認ください。 

 

【会 期】 2022年 3月 3日（木）～3月 6日（日） 

【会 場】 新潟県・石打丸山スキー場      

【主 催】 公益財団法人全日本スキー連盟 

【主 管】 公益財団法人新潟県スキー連盟 

【後 援】 南魚沼市観光協会・石打丸山観光協会 

【事業の目的】 

  全日本スノーボード技術選手権大会開催規程に基づき開催される、スノーボーダーの 

自由な表現から生まれる滑走技術の“巧さ”とその進化を競い合う大会です。 

【実行委員会】 

  全日本スノーボード技術選手権大会事務局 

〒949 6372  

新潟県南魚沼市石打１６５９−７ 石打丸山観光協会 

  TEL 025−783−2523  FAX 025−783−3152  

【本部宿舎】 

  ホテルエルム石打  

  〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1938 

  TEL 025-783-2893   FAX 025-783-2803 

【競技本部】 

  開設：2022年３月２日(水) 

  場所：石打丸山スキー場（北口）リフト券販売所２F 

【競技方法】 

  部門別 

・男子アルペンスタイル部門 

・男子フリースタイル部門 

・女子アルペンスタイル部門 

・女子フリースタイル部門 

   予選から決勝 6種目までのスタート順については、女子から男子とし、各班内の 

ローテーションを行います。 

審判は各種目 5審 5採用とします。 
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【出場資格】 

  出場者は、次の各号に掲げる内容を満たしていなければなりません。 

（日本選手の参加資格） 

 ① 2022年度のＳＡＪ会員登録を完了している者。 

 ② 傷害保険に加入している者。 

 ③ 2022年４月１日現在満 18 歳以上の者。 

④ 大会申込時迄にＳＡＪスノーボードバッジテスト１級以上を有する者。 

⑤ 加盟団体が主催する予選会を通過し、加盟団体長の推薦を受けた者。 

（日本国籍を有する方以外の参加資格） 

①  2022年 4月 1日現在 18歳以上であり、SAJスノーボードバッジテスト１級以 

上と同等の技術を有する者。 

 ②  傷害保険に加入している者。 

【出場枠】 

加盟団体の出場者数の枠は別添の表のとおりです。ブロックで選考し所属加盟団体

から、エントリーしてください。 

【順位の決定】 

未定（後日告知される大会 HP参照） 

【表 彰】 

   総合得点により、各部門別に表彰します。 

【申込方法】 

第 1９回全日本スノーボード技術選手権大会〔以下「スノーボード技術選」と省略し 

ます〕の申込先は、石打丸山観光協会「全日本スノーボード技術選事務局」になりま

す。  

 スノーボード技術選の申込みは、大会実行委員会から告知される要項（全日本スキー 

連盟ホームページ又は第１９回全日本スノーボード技術選手権大会公式 Facebook ペー 

ジ掲載）に従って加盟団体から申し込みしてください。 

※申込みにあたっては、参加者の個人情報は、本事業の運営にのみ使用されることに同 

意の上お申し込みください。 

【参加申込書提出先】 

全日本スノーボード技術選手権大会事務局 

〈大会申込み・問合せ〉 

〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1655 石打丸山スキー場 担当：勝又 健宛 

問合せ先 TEL：025-783-2222 FAX：025-783-3723 

Email:katsumata@ishiuchimaruyama.com 

<宿泊申込み・問合せ> 

〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1659-7 石打丸山観光協会 担当：佐藤美代子宛 

    問合せ先 TEL 025−783−2523  FAX 025−783−3152  

Email：marukan@themis.ocn.ne.jp 

mailto:katsumata@ishiuchimaruyama.com
mailto:marukan@themis.ocn.ne.jp
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【提出物】 

    データ提出 

①  第１９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） 

  ② 出場選手プロフィールシート（ワードシート） 

  ※上記資料①②をデータ入力の上、データで送付してください。 

  用紙提出 

②  第１９回全日本スノーボード技術選手権大会申込書  １部 

  ④ 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 

⑤ マテリアルチェックシート             １部 

※各都道府県毎まとめて選手受付時に提出 

⑥体調チェックシートの提出方法等は後日告知される大会公式 Facebookページ参照 

のこと。 

【申込締切】 

2022 年 2月 3日（木）必着 

エントリーがない加盟団体は、申込期限までにその旨を実行委員会事務局へ連絡して 

ください。 

【参加料】 

12,000 円 

【送金先】 

塩沢信用組合 石打支店（シオザワシンヨウクミアイ イシウチシテン） 

口座番号 ：普通 0141826 

口座名義人：全日本スノーボード技術選手権大会実行委員会 南雲 武士（ゼンニホンス

ノーボードギジュツセンシュケンタイカイジッコウイインカイ ナグモタケシ） 

【宿舎申込】 

「石打丸山観光協会宿泊について」添付資料⑩の案内に準じて、加盟団体ごと手配

してください。 

【競技規則】未定（後日告知される大会 HP参照） 

〈公式用品用具の使用に関して〉 

1. 選手は SAJ公式用品委員会において認定された用具・用品を使用し、用具・用品に表示

される商標及び社名は SAJ規程によるもの以外は認めません。ただし、本項の規制範囲

は、開・閉会式等の公式の場所及び競技会場において点呼を受けたときからフィニッシ

ュするまでとします。 

「SAJ公式用品加入ブランド」は、SAJHP →ライブラリー →マーケティングからご確

認ください。 

2. 選手が着用を許されるウェアは市販されている、あるいはルーズフィットなものとし、

レーシングスーツ（ワンピースやツーピース）は認めません。 

3. コマーシャルマーキングについては、本連盟指定の様式にて申請し承認されたものの

み着用できます。 



 
 
 
資料② 

4. 前 3項のマテリアルチェックについては，TCMにて詳細を伝えます。 

〈ヘルメット等の着用に関して〉 

競技中は頭部を防護する為、すべての競技において必ずヘルメットを着用して下さい。 

〈ビブの着用に関して〉 

インスペクション等でコート内に入る場合は必ずビブを外側に着用すること。 

〈スタートの要領に関して〉 

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

答しなければなりません。 

2. 選手は前者のスタート後、ただちにスター卜位置につき準備を整えます。 

3. 選手はスタート審判の合図によりスタートします。ただちにスタートしない場合は当

該種目を棄権したものとみなします。 

〈フィニッシュの要領に関して〉 

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

演技終了とします。 

〈コートインスペクションに関して〉 

コートインスペクションに関する規定は、TCMにて詳細をお伝えします。 

〈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、（競技終了後５分以内とする。） 

〈その他〉 

その他必要がある事項は別途定め、TCMに提案、承認を受けることとします。 

〈コマーシャルマーキング（CM）申請〉 

1. ヘルメットには、サイズ 50 ㎠以内（縦横のバランスは問いません。）のワッペン又はシ

ールを１枚付けることができます。掲示する場所（正面、側面、背面）の指定はありま

せん。ただし、ヘルメットメーカーのロゴが隠れてはなりません。 

ウェアの腕にサイズ 50㎠以内（縦横のバランスは問いません。）のワッペンを２枚まで

つけることができます。１枚のみ付けることも可能です。ワッペンを２枚付ける場合、

２枚を左右の袖に分け付けることもできますし、２枚ともどちらか片側の袖に付ける

こともできます。１枚のみつける場合は、左右どちらの袖に付けるかの指定はありませ

ん。２枚のワッペンは、２枚とも同じ企業（デザイン）のマークでも良いですし、２枚

が異なった企業（デザイン）のマークでも良いです。ただし、ウェアメーカーのロゴが

隠れてはなりません。 

また、プリント・ワッペンを問わず、ウェアメーカーの商標（メーカーロゴ）はコマー

シャルマーキングとは別とみなし、掲示される商標（メーカーロゴ）の面積に上限は設

けません。 
2. たばこ、ドラッグ（大麻等の違法薬物）、ギャンブル又はアルコール等については認め

られません。（細部は競技規則を参照） 
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【その他】   

① 新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いします。 

②ＴＣミーティングの出席は、監督またはコーチ１名とします。ただし、特別な事情

がある場合は、事前に競技本部に届け出てください。 

  ③ 組織委員会において、日程、種目、参加枠および運営全般に関わる事項の変更が

決定した場合は、その内容を加盟団体に告知します。ただし、直近または大会期間

中の場合は、ＴＣミーティング、公式掲示板、第１9回全日本スノーボード技術選手

権大会公式 Facebookページに掲示して告知します。 

 

※ 注意事項 

【参加選手の遵守事項】 

  大会参加者に以下を周知、理解を求める。 

  大会の２週間前から大会当日まで下記事項に該当する場合は参加を見合わせること。 

  ・発熱（３７．５℃以上） 

  ・せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。 

  ・だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

  ・嗅覚や味覚の異常がある。 

  ・体が重く感じる、疲れやすい等の症状 

  ・新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴がある。 

  ・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる。 

  ・参加１４日前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている 

国、地域等への渡航歴がある、または当該在住者との濃厚接触歴がある。 

【新型コロナウイルス感染対策について】 

 「ＳＡＪ技術選手権大会新型コロナウイルス感染対策ガイドライン」に則って大会を 

 運営します。所定の体調チェックシートを提出していただき開催期間中も毎日体調チェ 

ックします。提出及びチェック方法は、後日告知される大会 HPでご確認ください。 

国内の感染状況、政府および各地方自治体の措置要請等の有無により、各行事毎に運用が

変更となる場合があります。 

【本大会の出場選手の画像や映像等の配信について】 

出場選手は、本大会の普及を目的として、大会中の画像や映像を各種媒体（映像媒体、紙

媒体、ＷＥＢ媒体など含む。）にて配信することができます。他の出場者のプライバシー

を侵害したり、大会運営の妨げとなったり、競技の安全性を確保できない配信は禁止とし

ます。また、他の出場選手等の肖像使用や写り込みについては、自身で当該者の同意を得

てください。なお、配信においてトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。 
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【本大会における出場選手の肖像権の取り扱いについて】 

本大会に出場される選手の皆様は、大会中の画像や映像が、報道媒体や一般観覧者などの

第三者によって、各種媒体（映像媒体、紙媒体、ＷＥＢ媒体など含む。）にて配信される

可能性があることをご承知ください。 

配信者に対しては、個人のプライバシー確保に十分配慮することを周知いたしますが、配

信者とトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。 

【本大会を観戦される皆様の画像や映像等の配信について】 

出場選手の画像や映像等を配信する場合、本大会の普及を目的としてください。 

また、個人のプライバシー確保には、十分配慮してください。 

なお、配信においてトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。 

 


