FIS格式
第３０回甲信越ブロックアルペン選手権大会（スピード系）
第８３回長野県スキー選手権大会(アルペン競技・スピード系種目)
開催要綱
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(公財)全日本スキー連盟甲信越ブロック協議会・(公財)長野県スキー連盟
(公財)長野県スキー連盟・志賀高原スキークラブ
国際スキー連盟・(公財)全日本スキー連盟
山ノ内町教育委員会・志賀高原観光協会・志賀高原旅館組合
志賀高原索道協会・志賀高原リゾート開発㈱
平成29年3月12日（日）～14日（火）
志賀高原・西館山スキー場
スーパー大回転競技・アルペンコンバインド（男子・女子）
期日
時間
種目・ミーティング
会場
3月12日(日)
16:00
TCM＆ドロー
志賀高原総合会館98 2F ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ
3月13日(月)
9:00
（開始予定） 男子AC・女子ｽｰﾊﾟｰG
西館山スキー場
前日のTCMにて発表 TCM＆ドロー
志賀高原総合会館98 2F ﾚｸﾁｬｰﾙｰﾑ
14日(火)
9:00
（開始予定） 男子ｽｰﾊﾟｰG・女子AC
西館山スキー場
※参加チームの代表は、必ずチームキャプテンズミーティングに出席すること。
欠席の場合、理由の如何にかかわらず一切の異議を認めない。

参 加 資 格 出場選手はFIS選手宣誓書、ポイント登録及びSAJ競技者管理登録を完了していること。
男子
女子
FIS15/16最終リスト ～ 16/17最新リストを採用する
（ただし、16/17 FIS No,1~5は除く）
共通40位以内
共通50位以内
FIS ポイント
大学30位以内
大学50位以内
(SL･GS･SG 共通)
高校50位以内
高校60位以内
1996－2000 年生 各年代別国内ランキング 30 位
SAJ15/16 最終リスト ～ 16/17 最新リストを採用する
（ただし、16/17 SAJ No,1~3 は除く）
SAJ ポイント
(SL･GS･SG 共通)
大学 15 位以内
大学 50 位以内
高校 35 位以内
高校 60 位以内
※上記はエントリー締切日までに発表されたポイントランキングで出場資格を得る
①15/16 全国ユースランキング(2000 年生れ)
男子 20 位 女子 30 位
②各ブロックユース推薦選手(2000 年生れ)
男子 3 名 女子 3 名
ユース
※ 各ブロックユースランキング上位の選手から推薦する
（上記①の全国ユースランキング資格者を除く）
※ 11 月 30 日までに各ブロックで決定された選手で、アルペン部に
名簿が提出されていること。大会毎の選手変更は認めない。
３０名は必ずプロテクトされる。
開催県推薦
※ 開催県選手を優先し、開催ブロック内登録選手、ブロック出身
学連選手も認める。
①SAJ ポイントランキング
※ 1 月 1 日生～4 月 1 日生の選手の中で下記の順位をクリアした者
（SL/GS/SG）
10 位
10 位
2000 年生れ特別枠
②全国高校大会・高校選抜・国体
※ 15/16 シーズン中の何らかの大会で下記の成績を納めた者
（1 年生～3 年生を含む全ての参加選手の順位）
30 位
30 位
①都道府県推薦（都道府県枠には学連登録選手を含まない）
無制限
無制限
②学連ブロック推薦
無制限
無制限
都道府県推薦・
③都道府県会長推薦状・学連会長推薦状は提出しなくてもよい。
学連推薦
④ｴﾝﾄﾘｰは有資格者と合わせて、各都道府県・大学毎に申込みをする。
個人・高校・クラブからの申込みは受付けない。都道府県推薦・学
連推薦はｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ指名欄に「氏名（推薦）
」と記載すること
⑤エントリー締切り後参加者が少ない場合は追加エントリーを認め
る。（各都道府県連に通知または開催県ホームページに掲載する）

【エントリーオーバーによる優先順位】
①開催県推薦選手（プロテクト 30 名）
※開催ブロック内の選手に限る。（開催ブロック出身学連登録選手も含む）
②有資格者
（当該種目 FIS ポイント順、FIS ポイントを有していない場合は SAJ ポイント順）
③開催県推薦選手
※①のプロテクト 30 名以外のブロック内登録選手。（開催ﾌﾞﾛｯｸ出身学連登録選手も含む）
④都道府県推薦選手
※当該種目 FIS ポイント順、FIS ポイントを有していない場合は SAJ ポイント順
⑤学連推薦選手
競 技 規 則 この大会に定められている規則以外は、FIS競技規則最新版に準ずる。
申 込 方 法 1.申込期限
2.申込先
3.申込様式

4.参加料

表

彰

平成２９年

３月

２日（木）

必着

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原スキークラブ
「第30回甲信越ブロックアルペン選手権大会（スピード系）
兼第83回長野県スキー選手権大会（アルペンスピード系）」TEL:0269-34-2617
所定のエントリーフォームに必要事項を男女別に記入の上、現金書留にて各都道府県
連・学連単位でまとめて申込む事。有資格者の学連所属選手は各大学からのエントリ
ーを認める。(ただし、学連ブロック推薦は学連より)
個人申し込みは一切受け付けない。(FAXも受け付けない)
1レース 5,000円(大会運営協力金1,000円を内に含みます)
※納入した参加料は事情の如何にかかわらず返金しない。

1. FIS表彰：男女共に１位から３位まで賞状を授与する
2. 甲信越ブロック選手権(AC)表彰：13日男子、14日女子 １位から３位まで賞状を授与する
3. 長野県選手権(SG)表彰：13日女子、14日男子 １位から３位まで賞状及びメダルを授与する
※ 新潟県及び山梨県は、各連盟にて定める

傷 害 保 険 1.出場者はSAJスキー安全会またはこれに準ずる傷害保険に加入すること。
2.出場者が競技中に傷害を受けた場合、主催者は応急処置のみ行うほかは責任を負わない。
3.長野県スキー連盟大会共済保険の規定により対応する。
大 会 本 部 〒381-0401 下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 志賀高原スキークラブ
第83回長野県スキー選手権大会事務局 TEL:0269-34-2617
宿

泊

☆本大会開催にご協力いただいている施設では大会特別料金を設定しております。
☆本大会の宿泊は、志賀高原観光協会の公式パンフレットまたは公式ホームページに記載されている
宿泊施設より各自手配と致します。
☆宿泊先を確認させていただくため、TCM会場にて専用書面への記載をお願いしております。

税込み1泊2食付

参加選手本人 6,700円
コーチ引率その他同行者の方 7,700円

※ 志賀高原観光協会・旅館組合にて宿泊の相談を受けております。
〒381-0401下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 総合会館９８内
ＴＥＬ 0269-34-2404
公式ＨＰ
http://www.shigakogen.gr.jp/

エントリーフォーム
ANMELDUNGSFORMULAR
Competition (Name/Place) / 競技会(名称/開催地)

Date of race / 競技日

FIS 第３０回甲信越ブロックアルペン選手権（ｽﾋﾟｰﾄﾞ系）
兼第８３回長野県スキー選手権大会（アルペン競技・ｽﾋﾟｰﾄﾞ系種目）
The 30Th, KOUSHINETU Block Championship(ALPINE Speed)
The 83rd, Nagano pref. Ski Championship (Alpine Speed)

13-14,Mar,2017

Responsible for entry / エントリー責任者

Category / カテゴリー

National Association / 国連盟 / 所属県連

Surname, First Name
氏名

FIS/SAJ両方のコードを記載すること

NC

FIS

UNI

ENL

MAS

CHI

CIT

JUN

SAJ-A

SAJ-B

SAJ-MAS

L

COMPETITORS / 競技選手
FISCodeNo.
SAJCodeNo.

COC/FEC

13,mon

SC

/ M

14,Tue

SC

---

---

---

---

---

---

