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主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

第49回全国中学校スキー大会

ジュニアオリンピック

東海北陸ブロック中学生 ）愛知県アルペン予選会要項（カテゴリーA）

愛知県中小学校体育連盟・愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年1月14日（土）～15日（日）

岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

ほおのき平スキーセンター　2F　電話0577・79・2244

ジョイフル朴の木　電話0577－79・2109　　FAX　79－2828

1月14日（土）16時00分～16時30分　監督会議・開会式　スキーセンター　2F

監督会議に出席しない所属団体は大会に出場出来ない場合があります。

GSL　（シングルポール）

1月15日（日）8時15分～35分　GSLコースインスペクション　入場制限10分後

9時00分～　選手スタート　GSL女子・男子

スタート間隔　25～30秒　（ポイントレースの前にスタートします）

SL　（シングルポール）　（一般選手のGSLポイントレース終了後SLポールセット）

1月15日（日）11時20分～40分頃　　SLコースインスペクション　入場制限10分後

12時00分頃～　選手スタート　SL女子・男子

2本目のSLコースインスペクションは1本目終了20分後

2本目もスタートはビブ順

スタート間隔　20～30秒

競技方法　1SAJ競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失各とする）（SLは除く）

3　同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　SAJ競技規定のクラッシュヘルメットを着用し、スキーブレーキを必ずつける。

5　スラローム2本目の出場は1本目の成績により制限する場合があります。

6　天候等により1本の場合があります。（GSLは1本のみ）

抽選方法　エントリー数が20名以内の組は、SAAアルペンポイント順でスタートさせる場合がある。

ビブ交付　　受付時にSAJ・愛知県スキー連盟登録会員証を提示すること。

競技前日　15時30分～16時30分　（監督会議会場）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）ビプは競技前日交付を原則とする。

参加資格　1県下中学校在籍の男子・女子生徒で愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者。

2　愛知県スキー連盟会員登録者

3　SAJアルペン競技者管理登録が7月末日までに完了している選手。（中学生のSAJ

競技者管理未登録者は予選会にも出場できません）

4　保護者の承認を得た選手

5　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

6　予め傷害保険に加入している者。

申込方法　　申込締切　　平成23年11月1日（火）18時締切　　　抽選日11月1日（火）

参加料　　　アルペン　6，000円（2種目）（傷害補償負担金含む）

振込先　　郵便振替払込　口座番号　00860・2・48094　愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号　052－757・6277

〒464・0821名古屋市千種区末盛通5・13・3　大雄ビル2F愛知県スキー連盟

愛知県一括共通個人申込書・郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

その他　1愛知県代表選手の選考については各部選考委員会（競技本部）にて決定いたします。

本戦出場希望選手は選考発表時（スキーセンター2F）に必ず出席して下さい。

（出席してない選手は本戦に出場しないものとする場合がある）

2　全国中学校大会に選考された愛知県代表選手の費用（交通費・宿泊費・昼食代・

エントリ一代・リフト代・その他一切）は参加選手の自己負担とする。

3　雪不足・天候等によりGSLのみの成績でSLも選考する場合があります。

4　予選会の成績で全国ジュニアオリンピック出場資格の選考をする場合がある。
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5　全国中学校大会及び東海北陸ブロック中学生大会・全国ジュニア等の出場資格を得た

選手は、必ずチーム（学校）の監督（コーチ・保護者）が同行すること。費用は各自負担とする。

愛知県スキー連盟より団長・総監督・監督・コーチ等一切派遣しない。

（選考された選手のチームコーチ・保護者は1月17日火曜日19時よりスキー連盟に集合）

6　全国中学校大会・東海北陸ブロック中学生大会・ジュニアオリンピックに選考された選手は

スラロームとジャイアントスラロームの2種目出場になる場合があります。（ジュニア

オリンピックはSL・GS・SGの3種目の場合があります）

7　競技中の事故については現地で応急処置は行いますが、その後について主催者は一切

責任を負いません。（必ずスポーツ傷害保険、またはそれに準ずる保険に加入済みの者であること）

8　参加申込は、アルペン・クロスカントリーのいずれか1種目とする。

9　平成24年1月17日（火）19時　全国中学校・ブロック中学生大会に選考された選手の

チーム（学校）の監督・（保護者）は愛知県スキー連盟にお集まり下さい。

10　傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。

11　一括共通個人申込書はコピーでも可。

12　全国中学校大会に選考された選手は1月27日～29日（日）（ほおのき平スキー場国体コー

ス）の強化合宿に参加出来ますので1月24日（火）迄に連盟まで申し込み下さい。

一般水泳、キッズ水泳、選手育成コース、選手コース、ベビースイミング、水泳用品販売、 

アクアビクス等指導業務 

編沢スポーツセンター（株） 
校長濃村孝三【日本水泳連盟公認指導員、審判員、鮎役員】 
■稲沢校、稲沢スイミングスクール 

〒492－8144　稲沢市小池2丁目15－1　TEL0587－23－4111 

■江南校、江南スイミングスクール 

〒483・8235江南市村久野町富士塚86　　TELO587－56－3331 

剛柔流、小林流空手、琉球古武道（ヌンチヤク、トンファー、エーク、 

2丁鎌、棒、スルジン、サイ、テインベー） 

名古屋空手武道専門学院 
代表師範　　　藤村孝三 

稲沢市駅前3丁目21－22　胤0587－22－2600　HP　http：〟jksj．web．鮎2．com 

■姉妹校　実戦空手道志道塾、稲沢健康空手愛好、スポーツ整体院志道塾 
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主　　催

主　　管
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本　　部

本部宿舎

日　　程

抽選方法

競技方法

組　　別

スタート順

申込方法

その他

平成24年度愛知県チルドレンKO・Kl・K2・ランキング選考予選会要項

愛知県スキー連盟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カテゴリーA）

愛知県スキー連盟

平成24年1月20日（金）～22日（日）

岐阜県高山市丹生川町久手　　　ほおのき平スキー場

スキーセンター2F　　　　　　　電話番号　0577－79－2244　　FAX　79－2800

ジョイフル朴の木　　　　　　　電話番号　0577－79－2109　　FAX　79－2828

1月20日（金）16時00分～16時30分　　開会式・監督会議　スキーセンター2F

監督会議に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

1月21日（土）8時15分～35分　GSLコースインスペクション　入場制限　8時25分

9時00分1本目選手スタートⅩ0女子・男子、Ⅹ1女子・男子、K2女子・男子

（マスターズ予選の前にスタートします）スタート間隔　25秒～30秒

2本目のコースインスペクションはマスターズ予選終了20分後

1本日失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。（Kl～K2も含む）

2本目スタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

1月22日（目）SLコースインスペクションは　国体予選会終了後SLポールセット

入場制限10分後　　　スタート間隔　20秒～30秒

12時00分頃1本目選手スタート予定　KO女子・男子、Ⅹ1女子・男子、K2女子・男子

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。．

2本目スタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

SAAアルペンポイント順でスタートさせる。（低年齢順とする場合がある）

1全日本スキー連盟競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失格とする）（SLは除く）

3　GSL・SLともに2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　GSL・SLともシングルポールを使用します。

5　スキーブレーキを必ずつけること。SAJ競技用品規則に準拠したクラッシュヘルメットを

必ず着用すること。

チルドレン　Ⅹ0　6歳～10歳　　2001年1月1日　以後生まれの小学生

Ⅹ111歳～12歳　1999年1月1日～2000年12月31日生迄

Ⅹ213歳～14歳　1997年1月1日～1998年12月31日生迄

ビプ順にスタートする。（低年齢順とする場合がある）

チルドレン　KO女子・男子、　Ⅹ1女子・男子、　Ⅹ2女子・男子

（GSLはマスターズの前にスタートします）・（SLは国体予選会の後にスタートします）

競技前日　15時30分～16時30分　（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）　ビプは競技前日交付を原則とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後　スキーセンター前（15時00分）

1県下′ト中学校のⅩ0・Ⅹ1・Ⅹ2女子・男子生徒で愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者。

2　保護者の承認を得た選手で愛知県スキー連盟会見登録者。

3　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

4　予め傷害保険に加入している者。

5　保護者又は所属クラブの責任者が引率すること。

1申込締切・抽選日　平成23年11月　4日（金）18時00分まで。

2　様　式　　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

3　参加料　　6，000円　（2種目）（傷害補償負担金含む）

4　振込先郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任

を負いません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。

順位順に各種大会出場に選考する場合があります。
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主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

平成24年度（財）全日本A級マスターズスキー選手権大会

愛知県アルペン予選会要項　（カテゴリーA）

愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年1月20日（金）～　21日（土）

岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

ほおのき平スキーセンター　2F　電話0577－79－2244

ジョイフル朴の木　電話0577疇79・2109　　FAX　79－2828

1月20日（金）16時00分～16時30分　選手会・開会式　スキーセンター　2F

選手会に出席しない所属団体は大会に出場出来ない場合があります。

1月21日（土）8時20分～45分　コースインスペクション　入場制限ノ10分後

9時30分頃　選手スタート　GSL女子・男子

（チルドレンの後にスタートします。）

（女子・男子共85歳代～30歳代）　スタート間隔　25～30秒

競技方法　1SAJ競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

スイッチバックは禁止します。（失各とする）・シングルポールを使用します。

2　GSL1本・同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

3　SAJ競技規定のクラッシュヘルメットを着用し、スキーブレーキを必ずつける。

抽選日　　　平成23年11月8日（火）

抽選方法　エントリー数が20名以内の組は、SAAアルペンポイント順でスタートさせる場合がある

（マスターズは高年齢順でスタートさせる場合がある）

スタート順　組別ビプ順でスタートする。（高年齢組順　女子・男子の順でスタートさせる場合がある）

SAJマスターズポイント（SAAポイント）を採用しスタートさせる。

ビブ交付　受付時にSAJ・愛知県スキー連盟登録会員証を提示すること。

競技前日15時30分～16時30分　（選手会々場）

競技当日　　7時00分～7時30分（大会本部）ビプは競技前日交付を原則とする。

参加資格　1　愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者

2　愛知県スキー連盟会員登録者

3　マスターズ出場選手は2011年8月1日以前より県内在住者又は勤務している者で愛知県

スキー連盟よりSAJ登録完了者で女子30歳・男子30歳以上であること。

4　SAJマスターズアルペン競技者管理登録が7月末日までに完了している選手。

（SAJマスターズ競技者管理未登録者は予選会にも出場できません）

5　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

6　予め傷害保険に加入している者。

申込方法　申込締切　平成23年11月8日（火）18時締切　　抽選日11月8日（火）

参加料　　　5，300円（傷害補償負担金含む）

振込先　郵便振替払込　口座番号　00860廿48094　愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号　052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13・3　大雄ビル2F愛知県スキー連盟

愛知県一括共通個人申込書・郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

その他　1愛知県代表選手の選考については各部選考委員会（競技本部）にて決定いたします。

本戦出場希望選手は選考発表時（スキーセンター2F）に必ず出席して下さい。

（出席してない選手は本戦に出場しないものとする場合がある）

2　全日本マスターズ選手権大会に選考された愛知県代表選手の費用（交通費・宿泊費・

昼食代・エントリ一代・リフト代・その他一切）は参加者の自己負担とする。

愛知県スキー連盟より団長・総監督・コーチ等一切派遣しない。

3　マスターズ予選会に出場してない選手は全日本マスターズ全国大会に推薦できない。

4　競技中の事故については現地で応急処置は行いますが、その後について主催者は一切

責任を負いません。（必ずスポーツ傷害保険、またはそれに準ずる保険に加入済みの者であること）

5　参加申込は、アルペン・クロスカントリーのいずれか1種目とする。

6　傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。

7　一括共通個人申込書はコピーでも可。
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2012　全日本A級マスターズスキー選手権大会

組　　別

性　別 �&ｨ�������X��������

年齢組別 ��h��D���ﾈ���?｢�

30歳代 ��都x����S��������塔��(�S3��

35歳代 ��都(����S��������都h���(�S3��

40歳代 ��田x����S��������都��(�S3��

45歳代 ��田(����S��������田h���(�S3��

50歳代 ��鉄x����S����ﾈ�ﾈ���田����(�S3��

55歳代 ��鉄(����S��������鉄h���(�S3��

60歳代 ��鼎x����S��������鉄��(�S3��

65歳代 ��鼎(����S��������鼎h���(�S3��

70歳代 ���3x����S��������鼎��(�S3��

75歳代 ���3(����S���������3h���(�S3��

80歳代 ���#x����S���������3��(�S3��

85歳代 ���##��S�潔���

一宮市スキー連盟

会長　江　崎　敏　雄

〒494－0003　一宮市三条字苅23

TEL（0586）62－5613

FAX（0586）6卜1567

SPIRLT SPORTS CLUB
スピリット　スポーツ　クラブ

チーフ　高　橋　　　稔

〒45㌢肛2名古屋市緑区蒜の里1－94

蒜の星亨王2－1003号

TELSFAX：052－623－5658

携　　　帯。090－9029－0331

．∴十‾∴・1■

http：／／sports－aCademy．C0．jp／

◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦

愛知県学生スキー連盟
代表　小林明発

名城大学　教授

〒468－8502

名古屋市天白区塩釜□1－501

名城大学理工学部機械システム工学科内

Tel：052－832－1151Fax二052－832－1235

e‾ma‖：kobayasi＠ccmfs．meijo－U．aC．jp

ほおのき平スキー場

宿灘の湯　ジョイフル朴の木
夏は乗鞍岳・五色ケ原への基地

〒506－2252　岐阜県高山市丹生川町久手

TEL O577」79－2109　FAXO577－79－2828
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NO．4 第67回国民体育大会冬季スキー競技会

全日本ジュニアスキー選手権大会

（A級雫石SG大会）
主　催　愛知県教育委員会・愛知県体育協会・愛知県スキー連盟

主　　管　　愛知県スキー連盟

愛知県アルペン予選会要項

（カテゴリーA）

期　　日　　平成24年1月21日（土）～　22日（日）

会　　場　岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場　GSL

本　　部　　ほおのき平スキーセンター　2F　電話0577・79・2244

本部宿舎　　ジョイフル朴の木　電話0577・79・2109　　FAX　79－2828

組　　別

少年男子・少年女子1993年4月2日以降に生まれた者。（ただし中学2年生以下の生徒及び児童は除く。）

成年男子A部　1985年4月2日以降～1993年4月1日以前に生まれた者（18歳以上26歳未満）

成年男子B部　1977年4月2日以降～1985年4月1日以前に生まれた者（26歳以上34歳未満）

成年男子C部　1977年4月1日以前に生まれた者　　　　　　　　　（34歳以上）

成年女子A部　1987年4月2日以降～1993年4月1日以前に生まれた者（18歳以上24歳未満）

成年女子B部　1987年4月1日以前に生まれた者　　　　　　　　　（24歳以上）

日　　程　1月21日（土）16時00分～16時30分　選手会・開会式　スキーセンター　2F

選手会に出席しない所属団体は大会に出場出来ない場合があります。

1月22日（日）　8時20分～50分　GSLコースインスペクション　入場制限10分後

9時10分～　選手スタート　GSL女子・男子　スタート間隔　25～30秒

スタート順　成年女子B部・A部・少年女子（中学3年生女子含む）

成年男子C部・B部・A部・少年男子（中学3年生男子含む）

抽選方法　エントリー数が20名以内の組は、SAAアルペンポイント順でスタートさせる場合がある。

第1グループ　本年度SAAポイント上位15名をグループ抽選する。ただし、参加選手数、

ポイント格差等により15名以内にすることがある。

第2グループ　第1グループに引き続き本年度SAAポイント順とする。

第3グループ　本年度SAAアルペン指定選手。

第4グループ　SAAアルペンポイントを所有してない選手を一括抽選する。

参加資格　　日本国籍を有する者で県内在住者又は勤務している者

県外の青年選手は県内の高校・中学卒業者である事　＝（ふるさと登録が必要）

1　前前年度大会又は前年度大会（都道府県大会・予選会等含む）において選手及び監督の資格で参加した者は、

次の者を除き前前年度大会又は前年度大会（都道府県大会・予選会等含む）と異なる都道府県から参加する

ことはできない。

（ア）学校教育法第1条に規定する学校を卒業した者

（イ）結婚及び離婚に係る者

2　　選手・監督の兼任については同一種別内に限る。

3　都道府県大会（予選会）に参加し、これを通過した者であること。

4　全日本学生スキー連盟からのSAJ登録者は愛知県スキー連盟会員登録が必要です。

5　国体予選成年の種別に参加する選手は、1993年4月1日以前に生まれた者でその所属は、居住地を示す

現住所（住民登録がなされており、しかも2011年4月30日以前から引き続き日常生活をしている所）

または、勤務地のいずれか1ヶ所とする。

6　国体予選少年の種別に参加する選手は、1993年4月2日以降に生まれた者でその所属は、居住地を示す

現住所（住民登録がなされており、しかも2011年4月30日以前から引き続き日常生活をしている所）

または、勤務地あるいは学校教育法第1条に規定する学校所在地のいずれか1ヶ所とする。所属は勤務

所在地とする。

（注）居住地を示す住所とは成年・少年とも住民登録がなされており、しかも、2011年4月30日以前

から引き続き日常生活をしている所、例えば、A選手がB県に住民登録をしているにもかかわらずC県

において日常生活をしている場合は、B県、C県いずれからも参加できない。

7　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

8　　予め傷害保険に加入している者。
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競技方法　1SAJ競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失各とする）・シングルポールを使用します。

3　GSL1本・同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　SAJ競技規定のクラッシュヘルメットを着用し、スキーブレーキを必ずつける。

5　参加申込みは、アルペン・クロスカントリーのいずれか1種目とする。

6　国体出場資格を得た選手は中部日本スキー大会（中部七県）にも出場すること。

7　国体に選考された選手は国体結成式　年　月　　日（）に出席することを原則とする。

出席できない選手は国体選手に選考できない場合がある。

8　国体の出発は国体開会式の2日前（監督会議の前日までに宿着）

9　国体に選考された選手の参加負担金はアルペン25，000円・ノルディックも25，000円となります。

（今年度は岐阜県開催の為現地集合・現地解散とし、昼食代・リフト代も各個人負担とします。）

10　国体出場選手は団体行動を原則とする。（今年度は岐阜県開催の為現地集合・現地解散とします。

現地で交通費を支給します。）

11国体に初めて選考された選手はユニフォーム代38000円の内選手負担金11。000円が必要です。

（少年は除く無料です）（一昨年ユニフォーム変更により愛知県スキー連盟が負担します。

愛知県スキー連盟が管理・保管も致します）

ビブ交付　受付時にSAJ・愛知県スキー連盟登録会員証を提示すること。

競技前日15時30分～16時30分　（選手会会場）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）ビプは競技前日交付を原則とする。

参加料　　1全日本スキー連盟・愛知県スキー連盟会員登録者でアルペン参加者は5，000円（GSLl種目）

（傷害補償負担金含む）日本体育協会の指示により別記要領によって加入。

2　全日本・愛知県登録会員以外のGSL参加者は50，000円（一時登録金含む）（国体予選のみ）

申込方法　申込締切　平成23年11月10日（木）18時締切　　抽選日11月10日（木）

振込先　　郵便振替払込　口座番号　00860・2・48094　愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号　052・757・6277

〒464・0821名古屋市千種区未盛通5・13・3　大雄ビル2F愛知県スキー連盟

愛知県一括共通個人申込書・郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

その他　1愛知県代表選手及びSAA指定選手の選考については、現地各部選考委員会（競技本部）にて仮選考し、

その後スキー連盟理事会に計り、愛知県教育委員会体育スポーツ課が最終選考して決定いたします。

2　予選会に出場した組別毎に選考いたします。

3　各組別（部）で優勝してもタイムその他等により、国体に出場の選考をしない場合があります。

4　SAJ強化指定選手に選考された選手は国体出場選手とする場合がある。

5　本戦出場希望選手は選考発表時（スキーセンター2F）に必ず出席して下さい。

（出席してない選手は本戦に出場しないものとする場合がある）

6　国体出場選手集合　アルペン選手　ほおのき平スキー場　平成24年2月11日（土）8時となります。

7　予選（少年の部）GSLの成績で全日本ジュニアスキー選手権大会仏級雫石SG大会）出場資格の選考

をする場合がある。（SAJポイント等で出場権利のある選手がいる場合は選考出来ない）出場資格を

得た選手は、必ずチーム（学校）の監督（コーチ・保護者）が同行すること。費用（交通費・宿泊費・

昼食代・エントリ一代・リフト代・その他一切）は各自負担とする。愛知県スキー連盟より団長・

総監督・監督・コーチ等一切派遣しない。

8　申し込みの際、一括共通個人申込書と郵便振替振込受付証明書を添えて提出すること。

9　全日本会員登録者以外で参加を申し込みする者は別途用紙（県連事務所に備付）に必要事項を記入の

上申し込こみすること。

10　競技中の事故については現地で応急処置は行いますが、その後について主催者は一切責任を負い

ません。（必ずスポーツ傷害保険、またはそれに準ずる保険に加入済みの者であること）

1　参加申込は、アルペン・クロスカントリーのいずれか1種目とする。

2　一括共通個人申込書はコピーでも可。

3　国民体育大会に選考された選手は（補欠含む）1月27日～29日（日）（ほおのき平スキー場国体

コース）の強化合宿に参加出来ますので1月24日（火）迄に連盟まで申し込み下さい。
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匝亘互】平成24年度

愛知県　小学生低・中・高学年・中学・高校生アルペンスキー大会要項

主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

組　　別

スタート順

申込方法

その他

愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年2月3日（金）～5日（日）

高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

スキーセンター2F　　電話番号　0577－79－2244

ジョイフル朴の木　　電話番号　0577－79－2109　FAX　79－2828

2月3日（金）16時00分～16時30分　開会式・監督会議　スキーセンター2F

監督会議に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

2月4日（土）8時10分～35分　GSLコースインスペクション　入場制限　8時25分

9時00分1本目選手スタート　GSL　女子・男子

（マスターズの前にスタートします）　スタート間隔　25秒～30秒

2本目のコースインスペクションは1本目終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。

2本目スタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

2月5日（日）　4日（土）と同じGSL大会・　GSLコースインスペクション時間も同じ

エントリー数が20名以内の組はSAAアルペンポイント順でスタートさせる。

（低年齢順とする場合がある）

1全日本スキー連盟競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失格とする）　シングルポールを使用します。

3　GSL2本合計タイムとする。（GSL2本×2日間）同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　スキーブレーキを必ずつけること。SAJ競技用品規則に準拠したクラッシュヘルメットを

必ず着用すること。

小学生低学年（1年生～2年生）・小学生中学年（3年生～4年生）・小学生高学年（5年生～

6年生）・中学生・高校生・各女子・男子

ビプ順にスタートする。（低年齢順とする場合がある）

小学生低学年女子・男子、　小学生中学年女子・男子、　小学生高学年女子・男子、

中学生女子・男子、高校生女子・男子　（マスターズの前にスタートします）

競技前日　15時30分～16時30分　（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）　ビブは競技前日交付を原則とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後スキーセンター前（15時00分）

1県下小・中学校の女子・男子生徒で愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者。

2　保護者の承認を得た選手で愛知県スキー連盟会員登録者。

3　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

4　予め傷害保険に加入している者。

5　保護者又は所属クラブの責任者が引率すること。

1申込締切・抽選日　平成22年11月　15日（火）18時00分締切

2　様　式　　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

3　参加料　　7，300円　（GSL2日間）（傷害補償負担金含む）

4　振込先郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任

を負いません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。　　　SAAポイントを与える。
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（財）全日本スキー連盟　　B級公認

2012　愛知マスターズアルペンGSL選手権大会　開催要項

主　　催　　愛知県スキー連盟

主　　管　　愛知県スキー連盟

共　　催

後　　援　　全日本スキー連盟東海北陸ブロック

特別協賛　　ほおのき平スキー場・ジョイフル朴の木

協　　賛　　ワックスのレスキュー・　スキー専門店SEED・　ほおのき平えびす食堂

公　　認　（財）全日本スキー連盟・全日本スキー連盟東海北陸ブロック

期　　日　　平成24年2月3日（金）～　5日（日）　GSL　2レース（GSL2本×2日）

会　　場　　岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

本　　部　　ほおのき平スキーセンター　2F　電話0577－79－2244

本部宿舎　　ジョイフル朴の木　電話0577・79・2109　　FAX　79－2828

日　　程　　選手会　2月3日（金）16時00分～16時30分　スキーセンター　2F

選手会に出席しない所属団体は大会に出場出来ない場合があります。

2月4日（土）8時15分～40分　コースインスペクション　入場制限10分後

9時30分頃1本目選手スタート　GSL女子・男子

スタート間隔　25～30秒（小・中学・高校生の後にスタートします）

2本目のコースインスペクションは1本目終了20分後

1本目失各者以外の選手は全員2本目にも出場できます。

2本目もビブ順です。（天候等により1本の場合があります）

2月5日（日）　GSLコースインスペクションは4日と同じ時間です

表　　彰

競技方法

各組入賞者を表彰（6位）する。競技終了後スキーセンター前（毎日15時00分）

SAJ競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

スイッチバックは禁止します。（失各とする）　　シングルポールを使用します。

1日GSL　2本合計タイムとする。　同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

SAJ競技規定のクラッシュヘルメットを着用し、スキーブレーキを必ずつける。

組　　別　　Aグループ・　Bグループ・　Cグループ　（30～85歳迄5歳刻み）（25歳未満・以上）

25歳未満（高校生・中学生・小学生は除く）・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・

50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳各以上　　各女子・男子

年齢起算日は平成23年12月31日現在とする。

スタート順　組別ビブ順でスタートする。（高年齢組順　女子・男子の順でスタートさせる）

SAJマスターズポイント（SAAポイント）を採用（11月17日現在のSAJ

マスターズポイントを採用）しスタートさせる。

エントリー数が20名以内の組はポイント順でスタートさせる場合がある。

参加資格　（財）全日本スキー連盟マスターズポイント取得希望選手は、SAJマスターズ競技者

管理登録済みであること。

愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者で平成23年12月31日までに満15歳以上

（高校生は除く）であること。

予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

予め傷害保険に加入している者。
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ビブ交付　　受付時にSAJ・愛知県スキー連盟登録会員証を提示すること。

競技前日　15時30分～16時30分　（選手会々場）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）ビブは競技前日交付を原則とする。

申込方法　　申込締切　　平成23年11月17日（木）18時締切　　　抽選日11月17日（木）

申込締切当日（11月17日）のSAJマスターズポイントを採用して抽選する。

参加料　2レース（4本）9，000円（1レース出場の場合5，000円）（傷害補償負担金含む）

（1レースの場合は4日（土）及び5日（日）を申込書に記入下さい）

振込先　　郵便振替払込　口座番号　00860・2・48094　愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号　052・757・6277

〒464・0821名古屋市千種区末盛通5・13・3　大雄ビル2F愛知県スキー連盟

一括共通個人申込書・郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

その他　　SAJマスターズ競技者管理登録済みの選手は、SAJマスターズポイントが取得出来ます。

マスターズ競技者管理未登録選手と30歳未満の選手はSAAポイントが取得出来ます。

一括共通個人申込書はコピーでも可。

競技中の事故については現地で応急処置は行いますが、その後について主催者は一切責任を

負いません。（必ずスポーツ傷害保険、またはそれに準ずる保険に加入済みの者であること）

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。
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NO．8 平成24年度

愛知県　小学生低・高・中学生・高校生アルペンスキー大会要項

主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

組　　別

スタート順

申込方法

（カテゴリーC）
愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年3月9日（金）～10日（土）

高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

スキーセンター2F　　電話番号　0577－79－2244

ジョイフル朴の木　　電話番号　0577－79－2109　FAX　79－2828

3月9日（金）16時00分～16時30分　開会式・監督会議　スキーセンター2F

監督会議に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

3月10日（土）8時10分～35分　GSコースインスペクション　入場制限　8時25分

9時00分1本目選手スタート　GSL　女子・男子

（シニアの前にスタートします）　スタート間隔　25秒～30秒

2本目のコースインスペクションは1本目終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。・

2本目スタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

エントリー数が20名以内の組は、SAAアルペンポイント順でスタートさせる。

（低年齢順とする場合がある）

1全日本スキー連盟競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失格とする）・シングルポールを使用します。

3　GSL　2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　スキーブレーキを必ずつけること。SAJ競技用品規則に準拠したクラッシュヘルメットを

必ず着用すること。

小学生低学年女子・男子、小学生高学年女子・男子、中学生女子・男子、高校生女子・男子

ビプ順にスタートする。（低年齢順とする場合がある）

小学生低学年女子・男子、小学生高学年女子・男子、中学生女子・男子、高校生女子・男子

（シニア選手の前にスタートします）

競技前日　15時30分～16時30分　（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）　ビプは競技前日交付を原則とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後スキーセンター前（15時00分）

1県下小学校・中学校・高校の女子・男子生徒で愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者。

2　保護者の承認を得た選手で愛知県スキー連盟会員登録者。

3　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

4　予め傷害保険に加入している者。

5　保護者又は所属クラブの責任者が引率すること。

1申込締切・抽選日　平成23年11月　22日（火）18時00分締切

2　様　式　　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

3　参加料　　3，800円　（傷害補償負担金含む）

4　振込先郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電言古番号052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3

その他　　　　　競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任

を負いません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。　　SAAポイントを与える。

小学生低学年は1年生～3年生・′j、学生高学年は4年生～6年生
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匝‡司　愛知県アルペン　シニア大会　開催要項（カテゴリーC）

主　　催　　　愛知県スキー連盟

主　　管　　　愛知県スキー連盟

期　　日　　　平成24年3月9日（金）～10日（土）

会　　場　　岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

本　　部　　　スキーセンター2F　電話0577・79・2244　　FAX　79－2800

本部宿舎　　　ジョイフル朴の木　電話0577・79・2109　　FAX　79－2828

日　　程　　　選手会　3月9日（金）16時00分～16時30分　スキーセンター2F

選手会に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

3月10日（土）8時15分～8時40分　コースインスペクション　入場制限10分後

9時30分頃1本目選手スタートGSL女子・男子　スタート間隔25秒～30秒

（小学生・中学生・高校生各選手権の後にスタートします）

2本目のインスペクションは1本目終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。

2本目のスタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

競技方法

組　　別

表　　彰

SAJ競技規程最新版に準ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

スイッチバックは禁止します。（失格とする）　シングルポールを使用します。

1日GSL　2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

スキーブレーキを必ずつけること。クラッシュヘルメットを必ず着用すること。

女子65歳以上・女子55歳以上・女子45歳以上・女子35歳以上・女子25歳以上・

女子25歳未満（高校生・中学生りJ、学生は除く）

男子85歳以上・男子75歳以上・男子65歳以上・男子55歳以上・男子45歳以上・

男子35歳以上・男子25歳以上・男子25歳未満（高校生・中学生・小学生は除く）

年齢起算は平成24年4月1日現在とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後スキーセンター前（15時00分）

スタート順　組別ビブ順でスタートする。（SAAポイント順・高年齢組順・女子男子の順でスタート

申込方法

その他

させる場合がある）

競技前日　15時30分～16時30分（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分（大会本部）ビブは競技前日交付を原則とする。

愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者で男女16歳以上であること。（高校生は除く）

2011年8月1日以前より県内在住者又は県内に勤務している者で愛知県スキー連盟会員登録者

予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場できません）

予め傷害保険に加入している。

申込締切・抽選日　　平成23年11月　29日（火）18時00分締切

様　式　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

参加料　　5，300円　（傷害補償負担金含む）．

振込先　郵便振替払込・口座番号　00860－2－48094　愛知県スキー連盟

（上記の振込用矧まスキー連盟にあります）　電話　052－757－6277

〒464・0821名古屋市千種区末盛通5・13・3　大雄ビル2F　愛知県スキー連盟

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後については一切責任を負いません。

（傷害保険は各自でも加入して下さい）　一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予譲会の補償制度に準ずる。　　　SAAポイントを与える。
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匝亘コ司　愛知スポーツ・レクリェションフェスティバル2011

県大会アルペンスキー競技会　開催要項（カテゴリーD）

所属団体（クラブ）対抗競技スキー大会（アルペン）

主　　催　　愛知県・愛知県教育委員会・愛知県体育協会・

愛知県スポーツ・レクリェションフェスティバル実行委員会

主　　管　　愛知県スキー連盟

期　　日　　平成24年3月10日（土）～11日（日）

会　　場　　アルペン　岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

大会本部　　アルペン　スキーセンター2F　電話0577・79・2244　　FAX　79－2800

本部宿舎　　アルペン　ジョイフル朴の木　電話057779・2109　　FAX　79－2828

競技日程　　アルペン選手会　3月10日（土）16時00分～16時30分　スキーセンター2F

（選手会に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります）

3月11日（日）8時10分～8時35分　小学生・中学生　コースインスペクション

8時15分～8時40分　他　　　　　　　コースインスペクション

入場制限10分後

表　　彰

競技方法

8時50分1本目選手スタート　スタート間隔25秒～30秒

スタート順　各組別に出場する（SAAポイント順）　特別オープン　女子・男子

女子10才未満・男子10才未満・女子10才以上・男子10才以上・

男子80・75・70才各以上・女子65・55・45・35・25・15才各以上・

男子65・60・55・50・45・40・35・30・25・20・15才各以上・

現地受付女子・現地受付男子・各組別にスタート予定

2本目のコースインスペクションは1本目終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本日にも出場できます。

2本目のスタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

15時00分　各組個人表彰（3位）する。　閉会式・競技終了後　スキーセンター前

SAJ競技規程最新版に準ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

1日GSL2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

シングルポールを使用します。　スキーブレーキを必ずつけること。

現地申込受付選手はオープン参加になります。

組　　別　　女子65歳以上・女子55歳以上・女子45歳以上・女子35歳以上・女子25歳以上・

女子15歳以上・女子10歳以上・女子10歳未満・男子80歳以上・男子75歳以上・

男子70歳以上・男子65歳以上・男子60歳以上・男子55歳以上・男子50歳以上・

男子45歳以上・男子40歳以上・男子35歳以上・男子30歳以上・男子25歳以上・

男子15歳以上・男子10歳以上・男子10歳未満

（年齢起算日は平成23年4月1日現在とする。）

ビブ交付　　競技前日15時30分～16時30分（選手会々場）

競技当日　　7時00分～7時30分（大会本部）ビプは競技前日交付を原則とする。

参加資格　1全日本スキー連盟・愛知県スキー連盟　各会員未登録者も出場できます。

2　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場できません）

3　予め傷害保険に加入している者。

4　申し込みは、アルペン・クロカンいずれか1種目とする。

5　愛知県条例第66号愛知県個人情報保護条例（平成16年12月21日公布）により、

参加選手の「同意の意思」の確認は、「大会申込み用紙」で行う。

－　85　－



参加料 5，000円（傷害補償負担金含む）

1，500円（傷害補償負担金含む）．本年度愛知県GSLポイント30位までの選手

申込先　　〒464・0821名古屋市千種区末盛通5・13・3　大雄ビル2F　愛知県スキー連盟

電話　052－757－6277　FAX O52－761－6877

参加料納付先　郵便振替振込・口座番号・名古屋00860－2－48094・愛知県スキー連盟

一括共通個人申込書または愛知県教育委員会発行申込書のいずれかと郵便振替振込受付

書を添えて申し込むこと。　　（上記の郵便振替振込用紙はスキー連盟にあります）

申込締切　平成23年12月1日（木）18時00分

抽選日　　平成23年12月1日（木）アルペン

抽選方法　各組のエントリー数が20名以内の組は、SAAポイント順でスタートさせる場合がある。

その他　　SAJ・SAA会員未登録者も出場できます。（所属団体がない選手は未記入で提出下さい）

愛知県教育委員会個人申込書・愛知県スキー連盟一括共通個人申込書　各発行はコピーでも可。

愛知県スキー連盟登録会員にはSAA・GSLポイントを与える。

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後については一切責任を負いません。

（傷害保険は各自でも加入して下さい）

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。

オープン参加について

現地申込受付は大会前目の選手会時に申込をすること。

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後については一切責任を負いません。

（傷害保険に各自でも加入している選手）

所属団体（クラブ）対抗得点

1位－10点、　2位－9点、　3位－8点、　4位－7点、　5位－6点、　6位－5点、

7位－4点、　8位－3点、　9位－2点、10位－1点、

※　得点計算は同一クラブでSAA登録クラブ愛知県スキー連盟加盟の所属団体で各組別2名

以上得点入賞した場合は上位2名まで得点とし、3名以上得点入賞した場合は得点計算

のみ下位の別クラブより繰り上げて得点計算します。下位の別クラブがない場合は10位

から起算する。得点最下位のクラブを10位から起算する。

（愛知県スキー連盟に加盟してない所属団体は除く。リレーにも適用）

※　同得点の場合は得点した組が多いクラブ（得点入賞人員は除く）を優先する。同じ場合は、

リレーの成績を優先する。但し、リレーの成績がない場合は、クロスカントリーの成績

を優先する。クロスカントリーの成績がない場合は、女子65才以上から10才未満、男子

80才から10才未満への順で得点入賞した組を優先する。同じ場合は上位の多い成績を

優先する。同じ場合は、出場の多い組を優先する。

※　各組別の出場選手が10名に満たない場合は10位から起算し、ゴールした選手（失格者

は除く）が10名に満たない場合も10位から起算する。

※　下位に得点クラブがない場合は最後の得点クラブを10位から起算する。出場選手が同一

クラブだけの出場で10名の場合でも10位から起算する。

※　愛知学連・高体連よりSAJ登録者は各所属団体（クラブ）として得点を与える。（愛知

学連・高体連は学校別でなくひとつの所属団体とする）

※　所属団体対抗戦の得点計算は本人がSAJ登録をしたクラブとする。（SAJ登録以外の

所属団体には得点を与えない）

※　所属団体（クラブ）対抗競技の表彰について

所属団体（クラブ）対抗競技の表彰については、「所属団体（クラブ）対抗競技の表彰

要領」に基づき評議員会にて表彰する。
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NO．11 平成24年度

愛知県チルドレンKO・Kl・K2・K3アルペン選手権要項（カテゴリーA）

主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

組　　別

スタート順

申込方法

その他

愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年3月16日（金）～18日（日）

富山県南砺市梨谷　　　五箇山　たいらスキー場

ロッジ峰　　　　　　電話番号　0763－66－2874

五箇山荘　　　　　　電話番号　0763－66－2316　　　　FAX　66－2717

3月16日（金）16時00分～16時30分　開会式・監督会議　ロッジ峰（たいらスキー場）

監督会議に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

3月17日（土）8時15分～40分　GSLコースインスペクション　入場制限　8時25分

9時00分1本目選手スタート女子・男子（シニア県選手権の前にスタートします）

スタート間隔　25秒～30秒

2本目のコースインスペクションは1本目終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。

2本目スタートもビプ順です。（天候等により1本の場合があります）

3月18日（日）SL選手権　　SLコースインスペクション時間は17日と同じ

エントリー数が20名以内の組はSAAアルペンポイント順でスタートさせる。

（低年齢順とする場合がある）

1全日本スキー連盟競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失格とする）（SLは除く）・シングルポールを使用します。

3　GSL・SLともに2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　スキーブレーキを必ずつけること。SAJ競技用品規則に準拠したクラッシュヘルメットを

必ず着用すること。

チルドレン　　KO　6歳～10歳　　2001年1月1日以後に生まれた小学生

Kll1歳～12歳　1999年1月1日～2000年12月31日生迄

K213歳～14歳　1997年1月1日～1998年12月31日生迄

K315歳以上　　1996年12月31日以前に生まれた高校生

（アルペン選手権に出場の高校生は参加できません）

ビプ順にスタートする。（低年齢順とする場合がある）

チルドレン　KO女子・男子、Kl女子・男子、K2女子・男子、K3女子・男子。

（シニア県選手権の前にスタートします）

競技前日15時30分～16時30分　（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）　ビプは競技前日交付を原則とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後　ロッジ峰　前（15時00分）

1県下小・中・高校生のKO・Kl・K2・K3・女子・男子生徒で愛知県スキー連盟よりSAJ

会員登録完了者。

2　アルペン選手権に出場選手は参加出来ません。

3　保護者の承認を得た選手で愛知県スキー連盟会員登録者。

4　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

5　予め傷害保険に加入している者。

6　保護者又は所属クラブの責任者が引率すること。

1申込締切・抽選日　平成23年12月　6日（火）18時00分まで。

2　様　式　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

3　参加料　　7，300円　（2種目）（傷害補償負担金含む）

4　振込先郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区未盛通5－13－3

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後については主催者一切責任

を負いません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。　　SAAポイントを与える。
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NO．12・13

主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

抽選方法

競技方法

平成24年度

愛知県　シニア　アルペンスキー選手権要項（カテゴリーA）

組　　別

スタート順

申込方法

その他

愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年3月16日（金）～18日（日）

富山県南砺市梨谷　　　五箇山　たいらスキー場

ロッジ峰　　　　　　　電話番号　0763－66－2874

五箇山荘　　　　　　　電話番号　0763－66－2316　　　　FAX　66－2717

3月16日（金）16時00分～16時30分　　開会式・選手会　　ロッジ峰（たいらスキー場）

選手会に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

3月17日（土）8時20分～50分　GSLコースインスペクション　入場制限　8時30分

9時30分頃1本目選手スタート　女子・男子

（チルドレンの後にスタートします）・スタート間隔　25秒～30秒

2本目のコースインスペクションは1本目終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。

（天候等により2本目の出場は1本目の成績で制限する場合があります）

2本目スタートもビブ順です。（天候等により1本の場合があります）

3月18日（日）sL選手権　　SLコースインスペクション時間は17日と同じ

エントリー数が20名以内の組はSAAアルペンポイント順でスタートさせる。

1全日本スキー連盟競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失格とする）（SLは除く）・シングルポールを使用します。

3　GSL・SLともに2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　スキーブレーキを必ずつけること。SAJ競技用品規則に準拠したクラッシュヘルメットを

必ず着用すること。

30歳以上女子、40歳以上女子・男子、50歳以上女子・男子、60歳以上女子・男子、

70歳以上　女子・男子（30歳以上は女子のみです）年齢起算日24年4月1日現在とする

ビブ順にスタートする。　2本目もビプ順にスタートします。

70歳以上・60歳・50歳・40歳・30歳各以上女子。70歳・60歳・50歳・40歳各以上男子

（チルドレン　KO・Kl・K2・K3　女子・男子の後にスタートします）

競技前日　15時30分～16時30分　（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分　（大会本部）　ビブは競技前日交付を原則とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後　ロッジ峰　前（15時00分）

1愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者。

2　2011年8月1日以前より県内在住者・又は県内に勤務、在学している者で、愛知県スキー

連盟会員登録者。

3　アルペン選手権出場選手は参加出来ません。

4　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

5　予め傷害保険に加入している者。

1申込締切・抽選日　平成23年12月　8日（木）18時00分まで。

2　様　式　　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

3　参加料　10，000円　（GSL・SL　各5，000円）（傷害補償負担金含む）

4　振込先郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任

を負いません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。　　SAAポイントを与える。
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NO．14・15

主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

日　　程

抽選方法

競技方法

組　　別

スタート順

ビブ交付

表　　彰

参加資格

申込方法

その他

平成24年度　愛知県アルペンスキー選手権要項（カテゴリーA）

愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟

平成24年3月16日（金）～18日（日）

富山県南砺市梨谷　　五箇山　たいらスキー場

ロッジ峰　　　　　　電話番号　0763－66－2874

五箇山荘　　　　　　電話番号　0763－66－2316　　　　FAX　66－2717

3月16日（金）16時00分～16時30分　開会式・選手会　　ロッジ峰（たいらスキー場）

選手会に出席しない所属団体は大会に出場できない場合があります。

3月17日（土）8時20分～50分　GSLコースインスペクション　入場制限　8時30分

10時00分頃1本目選手スタート　女子・男子

（チルドレン・シニアの後にスタートします）　スタート間隔　25秒～30秒

2本目のコースインスペクションは1本月終了20分後

1本目失格者以外の選手は全員2本目にも出場できます。

（天候等により2本日の出場は1本目の成績で制限する場合があります）

2本目スタートはタイム順です。（天候等により1本の場合があります）

3月18日（日）SL選手権　　SLコースインスペクション時間は17日と同じ

SAAアルペンポイント順でスタートさせる。

1全日本スキー連盟競技規程最新版に順ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止します。（失格とする）（SLは除く）・シングルポールを使用します。

3　GSL・SLともに2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　スキーブレーキを必ずつけること。SAJ競技用品規則に準拠したクラッシュヘルメットを

必ず着用すること。

女子・男子

ビプ順にスタートする。　2本目はタイム順にスタートする。（男女共リバースします）

（チルドレン　KO・Kl・K2・K3・シニア　女子・男子の後にスタートします）

競技前日15時30分～16時30分　（大会本部）

競技当日　　7時00分～7時30分（大会本部）　ビブは競技前日交付を原則とする。

各組入賞者を表彰（6位）する。　競技終了後　ロッジ峰　前（15時00分）

1愛知県スキー連盟よりSAJ会員登録完了者。

2　2011年8月1日以前より県内在住者・又は県内に勤務、在学している者で、愛知県スキー

連盟会員登録者。全日本学連からSAJ登録者は別に愛知県スキー連盟会員登録が必要です。

3　中学生・高校生は保護者の承認を得た者。保護者又は所属クラブの責任者が引率すること。

4　チルドレン・シニア　各選手権出場選手は参加出来ません。

5　予め健康診断を受け医師の承認を得た者（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

6　予め傷害保険に加入している者。

1申込締切・抽選日　平成23年12月13日（火）18時00分まで。

2　様　式　別紙　愛知県スキー大会申込書　一括共通個人申込書

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

3　参加料　10，000円　（GSL・SL　各5，000円）（傷害補償負担金含む）

4　振込先郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話番号052－757－6277

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3

競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任

を負いません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）一括共通個人申込書はコピーでも可。

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。　　SAAポイントを与える。
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NO．16 平成24年度　東海沿岸三県チルドレン（KO

各アルペン選手権大会

Kl・K2・K3）

（カテゴリーB）
主　催　三重県スキー連盟・静岡県スキー連盟・愛知県スキー連盟

主　管　東海沿岸三県アルペン選手権大会実行委員会

後　　援　　ほおのき平スキー場

協　　賛　　ジョイフル朴の木・えびす食堂・ワックスのレスキュー

期　　日　　平成24年3月24日（土）～25日（日）

会　　場　　高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

本　　部　　スキーセンター　　電話番号0577－79－2244

本部宿舎　ジョイフル朴の木　電話番号0577－79－2109　　FAX　0577－79－2828

種　　目　　ジャイアントスラローム　2本

日　　程　監督会議　3月24日（土）16時30分～17時00分　スキーセンター　2F

3月25日（日）8時00分～8時25分1本目コースインスペクション（入場制限時間10分後）

8時45分・1本目選手スタート（マスターズ選手の前にスタートします）

2本目コースインスペクションはマスターズ1本目終了20分後　2本目のスタートもビブ順です。

（天候等により1本の場合があります）

競技方法　1全日本スキー連盟競技規程最新版に準ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある）

2　スイッチバックは禁止する。（失格とする）・シングルポールを使用します。

3　ジャイアントスラローム　2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　SAJ競技規則に準拠したクラッシュヘルメットを必ず着用すること。

組　別　　チルドレン（KO・Kl・K2・K3）各女子・男子

KO　　　　　　　2001年1月1日生～2006年4月1日生迄（Kl未満の小学生）

K111歳～12歳1999年1月1日生～2000年12月31日生迄

K213歳～14歳1997年1月1日生～1998年12月31日生迄

K3　　　　　　1993年4月2日生～1996年12月31日生迄（中学3年生の遅生と高校生）

表　彰　各組入賞者を表彰（6位）する。敢闘賞　競技終了後スキーセンター（15時00分）

スタート順　組別ビブ順でスタートする。（KO女子・男子，Kl女子・男子，K2女子・男子，K3女子・男子）

（ランキングは各県の申込み順）（東海マスターズ大会要項を適用します）

ビプ交付　3月24日（土）16時00分～17時00分　　競技当日7時00分～7時30分（大会本部）

参加資格　三重県・静岡県・愛知県　各スキー連盟よりSAJ会員登録完了者で、各県下小学生・中学生・

高校生の男子・女子生徒で保護者の承認を得た選手であること。

予め健康診断を受け医師の承認を得た選手。（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません）

予め傷害保険に加入している選手。

申込方法　申込締切・抽選日　平成24年1月10日（火）18時00分締切

参加料　　3，300円　（傷害補償負担金含む）

振込先　各所属県スキー連盟に個人申込書同封で申し込み下さい。

愛知県選手の申込みは　〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3　大雄ビル　2F

郵便振替払込・口座番号00860－2－48094　愛知県スキー連盟

一括共通個人申込書・郵便振替払込受付証明書を添えて申し込むこと。

その他　　競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任を負い

ません。（傷害保険は各自でも加入して下さい）

傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。

各県個人申込書（一括共通）はコピーでも可。

各県のGSLポイントを与える。　　　　　　　　　平成24年度　担当県　愛知県
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1NO．171平成24年度　東海マスターズアルペン選手権大会要項（カテゴリーB）

（三重県・静岡県・愛知県以外の他県選手も参加出来ます）

主　　催　　　三重県スキー連盟・静岡県スキー連盟・愛知県スキー連盟

主　　管　　　東海マスターズ選手権大会実行委員会

後　　援　　　ほおのき平スキー場

協　　賛　　　ジョイフル朴の木・ほおのき平スキー場えびす食堂・　ワックスのレスキュー

期　　日　　　平成24年3月24日（土）～25日（日）

会　　場　　　高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

本　　部　　　スキーセンター　電話0577－79－2244

本部宿舎　　　ジョイフル朴の木　TELO577－79・－2109　　FAX0577－79－2828

種　　目　　　ジャイアントスラローム2本

日　　程　　　選手会　　3月24日（土）16時30分～17時00分　スキーセンター　2F

パーティ　3月24日（土）18時00分～19時00分　えびす食堂　電話0577－79－2566

3月25日（日）8時05分～8時30分1本目　GSLコースインスペクション　　　入場制限10分後

9時10分頃1本目選手スタートGSL女子・男子（チルドレンの後にスタート）スタート間隔25秒～30秒

2本目コースインスペクションは1本目終了20分後。　2本目のスタートもビブ順です。

（天候等により1本の場合があります。）

競技方法

組　　別

表　　彰

1全日本スキー連盟競技規程最新版に準ずる。（運営上大会特別ルールを優先することがある。）

2　スイッチバックは禁止する。　（失格とする。）・シングルポールを使用します。

3　ジャイアントスラローム2本合計タイムとする。同一タイムの場合は後走選手を上位とする。

4　SAJ競技規則に準拠したクラッシュヘルメットを必ず着用すること。

女子70歳以上・女子60歳以上・女子50歳以上・女子40歳以上・女子30歳以上・女子20歳以上・

男子85歳以上・男子80歳以上・男子75歳以上・男子70歳以上・男子65歳以上・男子60歳以上・

男子55歳以上・男子50歳以上・男子45歳以上・男子40歳以上・男子35歳以上・男子30歳以上・

男子25歳以上・男子20歳以上　（年齢起算日は平成23年12月31日現在とする。）

各組入賞者を表彰（3位）する。第6回＝6位・各県敢闘賞　　競技終了後スキーセンター（15時00分）

スタート順　　組別ビブ順でスタートする。　（女子70～20歳以上・男子85～20歳以上）

ビプ交付

参加資格

申込方法

その他

各組とも申込みが多い県よりスタート1番、次に多い県が2蕃スタート、3番スタートは次の県とし、

その順番で繰り返す。（ランキングは各県の申込み順とする。）申込み同数の場合は他県（アイウエオ順）・

三重県・静岡県・愛知県の順で今年度はスタートする。

例　愛知5名・三重2・静岡2・他県1名申込みの場合、

スタート順1愛知・2三重・3静岡・4他県・5愛知・6三重・7静岡・8～10スタート愛知

3月24日（土）16時00分～17時00分　　　競技当日　7時00分～7時30分（大会本部）

1三重県・静岡県・愛知県・各スキー連盟よりSAJ会員登録完了者で男女20歳以上であること。

他県から（SAJ登録選手に限る）も参加出来ますが20歳以上であること。

2　予め健康診断を受け医師の承認を得た者。（医師の診断で良以外の選手は出場出来ません。）

3　予め傷害保険に加入している者。

1申込締切・抽選日　　平成24年1月18日（水）18時00分締切

2　参加料　　　6，300円　（傷害補償負担金含む）　（パーティ費含む）

（岐阜県選手は開催スキー場の為参加料も500円・パーティ料1，800円別料金になります。）

3　振込先　　　各所属県スキー連盟に個人申込書同封で申し込み下さい。

（三重県・静岡県　以外の選手は愛知県スキー連盟に申し込み下さい。）

〒464・0821名古屋市千種区末盛通5・13・3　大雄ビル2F

郵便振替払込・口座番号・00860－2－48094・愛知県スキー連盟

※　個人申込書（一括共通）　郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。

13月24日（土）18時00分～19時00分　ほおのき平スキー場　えびす食堂でパーティを行います。

必ずビプを持参して下さい。（東海マスターズ出場選手に限ります）（岐阜県選手はパーティ料納入選手）

2　競技中の事故については現地で応急処置はしますが、その後について主催者は一切責任を負いません。

（傷害保険は各自でも加入して下さい。）　　　一括共通個人申込書はコピーでも可。

3　傷害補償については国体愛知県予選会の補償制度に準ずる。

4　各県のGSLポイントを与える。（三重県・静岡県・愛知県以外は不明）平成24年度　担当県　愛知県
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主　　催

主　　管

後　　援

特別協賛

協　　賛

（財）全日本スキー連盟B級公認

2012愛知ジャイアントスラローム大会　開催要項

愛知県スキー連盟

愛知県スキー連盟・（財）全日本スキー連盟東海北陸ブロック

中日新聞社

ほおのき平スキー場

公　　認　（財）全日本スキー連盟・（財）全日本スキー連盟東海北陸ブロック

期　　日

会　　場

本　　部

本部宿舎

競技種目

組　　別

日　　程

平成24年3月29日（木）～　4月1日（日）

岐阜県高山市丹生川町久手　ほおのき平スキー場

スキーセンター2F　電話0577－79－2244　　FAX　79－2800

ジョイフル朴の木　電話0577－79－2109　　FAX　79－2828

ジャイアントスラローム（2レース）

男子・女子

期　日 倬靼��内容 ��ｨ��

3月29日（木） 嶋鱚��Z｢�強化合宿（時間・場所 変更の場合有り） 強化合宿（時間・場所 変更の場合有り） 開会式・TCM・ドロー �*�.�+X*�4�8ｸ7�985(�ｸ5��

3月30日（金） 31日（土） 4月1日（日） 嶋鱚��Z｢��*�.�+X*�4�8ｸ7�985(�ｸ5��

17時00分 刄Xキーセンター2階 

8時00分 盃4ﾉ�c��ﾘ������Y&ｨ���かもしかアルペンコース 

14時30分 儷ﾈ�(��スキーセンター2階 

15時00分 疋4ﾘ�X6�8ﾘ�ｲ�スキーセンター2階 

8時00分 盃4ﾉ�c)�ﾘ������Y&ｨ���かもしかアルペンコース 

競技終了後 儷ﾈ�(��スキーセンター2階 

※　チーム代表はTCMに必ず出席して下さい。

参加資格　　全日本スキー連盟競技者管理登録を完了し、下記のいずれかの要件を満たしている選手

1全日本スキー連盟強化指定選手（ジュニア強化指定選手も含む）

2　最新SAJアルペンポイント男子20点・女子30点以内の選手。

3　東海・北陸ブロックの各スキー連盟推薦選手　（男子15名・女子10名以内）

4　東海・北陸ブロックを除く各ブロック推薦選手（男子5名・女子3名以内）

5　開催県スキー連盟推薦選手（男子30名・女子20名以内）

（開催県は上記の他、別途特別推薦することができる。）

6　チルドレン（Kl・K2）の年齢選手は参加できない。

参加料金　　合宿　無料

1レース　4．500円（2レース出場の場合は9，000円）（傷害補償負担金含む）

※　一度納入された参加料はいかなる場合も返却できない。

申込方法　SAJエントリーフォームに競技日毎に必要事項を記入の上各都道府県・学連が
一括して郵送で申し込むこと。FAXのみの申し込みは受け付けない。

（FAXの場合はエントリー責任者が署名した書類を郵送すること。）

参加料は指定口座に振り込み、振込票の写しを送付すること。

東海・北陸ブロック以外の推薦参加選手は該当ブロック会長の推薦状を必ず添付

すること。

愛知県選手は、各所属団体毎にB級大会エントリーホーム（SAJ H／P参照）にて事務局へ

郵送すること。

B級公認大会のため、出場定員を超えた場合は出場できない場合がある。そのため、

参加料は県連からの連絡を待ってから、後日指定口座へ振り込むこと。

申込締切　　平成24年　3月　27日（火）18時00分締切
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振込先 冰云i�Y�iZXﾙ��Xﾏｸﾜ�MHﾘh����ツ��ﾃ(�ﾃC��滴��蟹&ﾘﾊx5�4ﾈ�ｹ��k��

2012愛知ジャイアントスラローム大会　事務局　Eメールinfo＠ski－aichi．jp 

（上記の振込用紙はスキー連盟にあります）電話052－757－6277　FAX761－6877 

〒464－0821名古屋市千種区末盛通5－13－3　大雄ビル2F　愛知県スキー連盟 

郵便振替振込受付証明書を添えて申し込むこと。 

表　　彰　　各組1位から3位までを表彰する。

傷害保険　　参加選手は必ず傷害保険に加入済であること。

（レース中の事故については現地で応急処置はしますが、その後については一切責任を負いません）

その他　　個人による問合わせ等については受付けませんので、各所属団体を通じて行って下さい。

また、宿泊の斡旋は行いませんので、各所属団体で手配して下さい。

温泉　五箇山荘

代表取締役

長田　一政
〒939－1913

富山県南砺市田向　333－1

TEL O763－66－2316

FAX O763－66－2717

たいらスキー場

代表取締役

長田　一政

〒939－1927

富山県南砺市梨谷

TEL O763－66－2911

FAX O763－66－2914

nピi間ands
P r oJ e C t

リツドチューンナップサービス　名古屋市北区駒止2－17TEL・052－914－6704　http：〟ridJp
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