
1. 　主　　　催 公益財団法人全日本スキー連盟

2. 　主　　　管 岐阜県スキー連盟　岐阜県スキー連盟中北濃ブロック協議会、郡上大会実行委員会

3. 　後　　　援 岐阜県、郡上市、郡上市教育委員会、郡上市体育協会

4. エアウォーク・ヨネックス・ 明宝ハム・萩原チキンセンター

5. 高鷲スノーパーク　

6. 　開催期日 ２０２０年　３月１４日（土）～　３月１５日（日）

7. 　開催場所 高鷲スノーパーク　

8. 　競技種目 ハーフパイプ（男子・女子）

9. 　日　　　程

※ｽｹｼﾞｭｰﾙ・ｺｰｽ等は天候やｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ等の都合により変更される場合があるので注意すること。

10. 　競技規則 ①この要項に定めた以外は、最新版国際スキー連盟（FIS）競技規則に準ずる。

②ドローについては、コンピュータードローとする。

11. 　参加資格 ① 令和元年度SAJ会員登録及びSAJ競技者登録、FIS競技者登録を完了している者。

② 尚且つ、本年度全日本選手権参加資格条件を満たす者。（別紙参照）

③未成年者（満18歳未満）の出場については、保護者の同意が得られている者。

④スポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入している者。

12. 令和元年12月31日付で参加資格を全て完了している13歳以上の者。

13. 男女　1位～6位まで表彰する。

14. 　参加申込 ① 申込締め切り　　　2020年 2月 28 日（金 ）必着。　※受付開始2020年1月6日（月）

②　参加料　男女共8,000円

※申し込みを受け付けた者に対しては、理由の如何かを問わず参加料の払い戻しはできません。

③ 申込方法 　　所定の申込用紙を使用し、各都道府県スキー連盟で取りまとめ、参加料

　　　　を添えて下記大会事務局に現金書留にて申し込むこと。（選手個人の申込は不可）

④ 申 込 先　　〒501-5305 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1　ジャパンスノーボードアカデミー内

全日本スキー選手権大会スノーボード競技ハーフパイプ種目郡上大会実行委員会事務局

⑤ 競技についての問い合わせ先        

郡上大会実行委員会事務局　　TEL （0575）72-5567　　FAX （0575）72-5567

E-Mail　takasu@bsbs.jp

15. 　宿泊についての問い合わせ

宿泊は、参加者で申込下さい。早めの予約をお勧めします。高鷲観光協会TEL0575-72-5000

1６. 傷害処置 大会参加選手の事故による負傷に対し、主催者は応急処置は行うが、その後は各自で対処すること。

18. 　そ の 他

② ヘルメットやプロテクター及びリーシュコードを正しく使用すること。

③ SAJ強化選手及びナショナルチーム所属選手を対象にマテリアルチェックを実施する。

特に公式用品使用を遵守すること。その他の選手についても公式用品を使用することが望ましい。

④取得した個人情報は、大会運営に関する業務以外には使用いたしません。

【本競技会は、日本アンチ・ドーピング規定が適用されます】

協　　力

レストラン２F

種目：ハーフパイプ

① TCミーティングには必ず出席すること。チームキャプテンが出席できない場合は、選手
又は　　代理人が出席すること。

表彰式

開会式及びTCM

　8:00～ 

レストラン２F

ハーフパイプ男女

  10:00～13:00

競技終了後

スーパーパイプ

　15:00～

表　　彰

３月１５日（日）

スーパーパイプ

　　　　　第26回全日本スキー選手権郡上大会・スノーボード競技　

期　　日

  9:00～

時　　間 内　　　　容

受付

FIS公認

年　　齢

３月１４日（土 ）

場　　　　所

協　　賛

レストラン２F

　　The 26th All Japan Championships HP in GUJO

開催要項

公式トレーニング 



※FIS公認

カテゴリー FIS公認 大会名

 競技種目
性 別

組　別
※記入しない

加盟団体名 所属クラブ名

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名

学校又は

勤務先
学年

　〒

自宅TEL 勤務先TEL
※　申請中の場合はその旨記入のこと

※　申請中の場合はその旨記入のこと

※　申請中の場合はその旨記入のこと

ＦIＳポイント
※　該当者のみ記入

ＳＡＪポイント
※　該当者のみ記入

契約会社名
※　必ず記入すること

証書番号
※　必ず記入すること

保護者の承諾（未成年者のみ記入）

　　本大会参加に際し、万一の事故の場合にも主催者及び関係者にいかなる責任や賠償を
　求めないことを誓約し、参加を承諾いたします。

保護者氏名 　　　㊞

※代表者印のないものは受付できません。

　　　㊞

FIS公認
第26回全日本選手権スノーボード競技　HP　申込書

男子　　・　　女子
いずれかを○で囲む

　　　　　　　　　　　　　　　スキー連盟

第26回全日本スキー選手権大会スノーボード競技郡上大会 ・種目ハーフパイプ

ハーフパイプ

一般男子　　　　　　一般女子

所属クラブ
代表者名

SAJ競技者
登録番号

令和　 　年　　 月 　　日

生年月日
（ 西 暦 ）

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日生

FIS競技者
登録番号

スポーツ
傷害保険

満　　　　　　歳

住 所

SAJ会員
登録番号



第26回全日本スキー選手権郡上大会スノーボード 競技・種目ハーフパイプ

大会事務局

申込責任者氏名

連　絡　先　　　　ＴＥＬ　 携帯

ＦＩＳ公認
HP　男子    　　　￥8,000 名 　　　　　　　　　             円

HP　女子      　　￥8,000 名 　　　　　　　　　             円

合計 名 　　　　　　　　　　　　　　　円

送付先

全日本スキー選手権大会スノーボード競技HP郡上大会実行委員会事務局

 〒501-5305　岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1ジャパンスノボードアカデミー内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責　任　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

送金明細書

令和　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　申込加盟団体
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2019-20 第 26回全日本スキー選手権大会 

スノーボード競技出場枠 

 

【アルペン種目】2020/3/6-7 ＰＧＳ（秋田） 

１ FISポイントリストによる出場枠（№９リスト：２月２０日更新） 

（アルペン各種目共通）男子 10.00以上、女子 10.00以上 

 

２  SAJポイントリストによる出場枠（№ リスト： 月 日更新） 

  （アルペン各種目共通）男子 10.00以上、女子 10.00以上 

  但し、１項及び２項は FIS／SAJの有効なポイントリストを採用する。 

 

３ 加盟団体（都道府県・学連）に与えられる出場枠 

  各加盟団体に対しての推薦枠は、男女ともに特別に設けない。 

  但し、各加盟団体の判断において、技術・競技者としての資質について推薦に値する 

者がいる場合は、推薦することができる。 

  エントリー数が定員を超える場合は、１項及び２項並びに４項の基準を満たす者を 

優先する。 

  加盟団体より推薦された者のうち、所持ポイントの高い者、次に年齢（同年齢の場合 

は、月日）の若い者を優先する。 

 

４ 特別出場枠 

①  前年度の全日本選手権大会の当該種目、男女 10 位までの入賞者及び前年度のジュ

ニア選手権大会の当該種目、男女 6位までの入賞者 

② 外国人参加選手（但し、全日本選手権大会の表彰対象には含まない。） 

 

５ 基本資格 

①  出場競技者は、FIS選手宣誓書、ポイント登録及び SAJ会員登録並びに競技者 

 登録を完了していること。 

②  出場競技者は、当該シーズンの始まる 12月 31日までに満 15歳以上であること。 
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【ハーフパイプ種目】2020/3/14-15 ＨＰ（岐阜） 

１ FISポイントリストによる出場枠（№１０リスト：３月１２日更新） 

 男子 10.00以上、女子 10.00以上 

 

２  SAJポイントリストによる出場枠（№ リスト： 月 日更新） 

   男子 10.00以上、女子 10.00以上 

  但し、１項及び２項は FIS／SAJの有効なポイントリストを採用する。 

 

３ 加盟団体（都道府県・学連）に与えられる出場枠 

  各加盟団体に対しての推薦枠は、男女ともに特別に設けない。 

  但し、各加盟団体の判断において、技術・競技者としての資質について推薦に値する 

者がいる場合は、推薦することができる。 

  エントリー数が定員を超える場合は、１項及び２項並びに４項の基準を満たす者を 

優先する。 

  加盟団体より推薦された者のうち、所持ポイントの高い者、次に年齢（同年齢の場合 

は、月日）の若い者を優先する。 

 

４ 特別出場枠 

①  前年度の全日本選手権大会の当該種目、男女 10 位までの入賞者及び前年度のジュ

ニア選手権大会の当該種目、男女 6位までの入賞者 

②  外国人参加選手（但し、全日本選手権大会の表彰対象には含まない。） 

 

５ 基本資格 

①  出場競技者は、FIS選手宣誓書、ポイント登録及び SAJ会員登録並びに競技者 

 登録を完了していること。 

②  出場競技者は、当該シーズンの始まる 12月 31日までに満 13歳以上であること。 
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【スノーボードクロス種目】2020/3/21-22 ＳＢＸ（秋田） 

１ FISポイントリストによる出場枠（№１０リスト：３月１２日更新） 

 男子 10.00以上、女子 10.00以上 

 

  SAJポイントリストによる出場枠（№ リスト： 月 日更新） 

   男子 10.00以上、女子 10.00以上 

  但し、１項及び２項は FIS／SAJの有効なポイントリストを採用する。 

 

３ 加盟団体（都道府県・学連）に与えられる出場枠 

  各加盟団体に対しての推薦枠は、男女ともに特別に設けない。 

  但し、各加盟団体の判断において、技術・競技者としての資質について推薦に値する 

者がいる場合は、推薦することができる。 

  エントリー数が定員を超える場合は、１項及び２項並びに４項の基準を満たす者を 

優先する。 

  加盟団体より推薦された者のうち、所持ポイントの高い者、次に年齢（同年齢の場合 

は、月日）の若い者を優先する。 

 

４ 特別出場枠 

①  前年度の全日本選手権大会の当該種目、男女 10 位までの入賞者及び前年度のジュ

ニア選手権大会の当該種目、男女 6位までの入賞者 

②  外国人参加選手（但し、全日本選手権大会の表彰対象には含まない。） 

 

５ 基本資格 

③  出場競技者は、FIS選手宣誓書、ポイント登録及び SAJ会員登録並びに競技者 

 登録を完了していること。 

③   出場競技者は、当該シーズンの始まる 12 月 31 日までに満 15 歳以上であること。 

 

 

 



資料 3-1  

Snowboard Committee 

 4 

【スロープスタイル種目】2020/3/23-24（仮） ＳＳ（長野） 

１ FISポイントリスト（SS、BA）による出場枠（№１０リスト：３月１２日更新） 

 男子 2.00→10.00以上、女子 2.00→10.00以上 

 

２  SAJポイントリスト（SS、BA）による出場枠（№ リスト： 月 日更新） 

   男子 2.00→10.00以上、女子 2.00→10.00以上 

  但し、１項及び２項は FIS／SAJの有効なポイントリストを採用する。 

 

３ 加盟団体（都道府県・学連）に与えられる出場枠 

  各加盟団体に対しての推薦枠は、男女ともに特別に設けない。 

  但し、各加盟団体の判断において、技術・競技者としての資質について推薦に値する 

者がいる場合は、推薦することができる。 

  エントリー数が定員を超える場合は、１項及び２項並びに４項の基準を満たす者を 

優先する。 

  加盟団体より推薦された者のうち、所持ポイントの高い者、次に年齢（同年齢の場合 

は、月日）の若い者を優先する。 

 

４ 特別出場枠 

①  前年度の全日本選手権大会の当該種目、男女 10位までの入賞者 

②  外国人参加選手（但し、全日本選手権大会の表彰対象には含まない。） 

 

５ 基本資格 

①  出場競技者は、FIS選手宣誓書、ポイント登録及び SAJ会員登録並びに競技者 

 登録を完了していること。 

②  出場競技者は、当該シーズンの始まる 12月 31日までに満 13歳以上であること。 
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【ビッグエア種目】2020/3/24-25（仮） ＢＡ（長野） 

１ FISポイントリスト（SS、BA）による出場枠（№ リスト： 月 日更新） 

 男子 2.00→10.00以上、女子 2.00→10.00以上 

但し、FISの有効なポイントリストを採用する。 

 

２  SAJポイントリスト（SS、BA）による出場枠（№ リスト： 月 日更新） 

   男子 2.00→10.00以上、女子 2.00→10.00以上 

  但し、１項及び２項は FIS／SAJの有効なポイントリストを採用する。 

 

３ 加盟団体（都道府県・学連）に与えられる出場枠 

  各加盟団体に対しての推薦枠は、男女ともに特別に設けない。 

  但し、各加盟団体の判断において、技術・競技者としての資質について推薦に値する 

者がいる場合は、推薦することができる。 

  エントリー数が定員を超える場合は、１項及び２項並びに４項の基準を満たす者を 

優先する。 

  加盟団体より推薦された者のうち、所持ポイントの高い者、次に年齢（同年齢の場合 

は、月日）の若い者を優先する。 

 

４ 特別出場枠 

外国人参加選手（但し、全日本選手権大会の表彰対象には含まない。） 

 

５ 基本資格 

①  出場競技者は、FIS選手宣誓書、ポイント登録及び SAJ会員登録並びに競技者 

 登録を完了していること。 

②  出場競技者は、当該シーズンの始まる 12月 31日までに満 13 歳以上であること。 


