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16日

①FIS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表彰：女子AC　1位から3位まで賞状を授与する

④開催県推薦選手

※  ①のプロテクト３０名以外のﾌﾞﾛｯｸ内登録選手。(開催ﾌﾞﾛｯｸ出身学連登録選手も含む)

15日

①FIS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表彰：男子AC　1位から3位まで賞状を授与する

③長野県選手権表彰(長野県連登録者)：女子ｽｰﾊﾟｰ大回転　１位から３位まで賞状及びメダルを授与する

　女子：当該種目FISﾎﾟｲﾝﾄ順、FISﾎﾟｲﾝﾄを有していない場合はSAJﾎﾟｲﾝﾄ順

カテゴリー

FIS

第87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）

開催要項

志賀高原・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ミーティングに出席すること。

高校 ５０位

高校

FISポイント【ランキング】
（SL・GS・SG）

1

参
　
加
　
資
　
格

FISポイント登録者である事。FIS公認競技会参加に伴う選手宣誓書にサイン済みである事。

2020年12月31日現在で満15歳以上である事。定員各140名。

　
ポ
イ
ン
ト

共通 １50位

FIS登録者

SG

参加資格種別

第34回甲信越ブロックアルペン選手権大会（スピード系）

16日(火)

チームキャプテンミーティング 志賀高原総合会館98

200位

2
SAJポイント【ランキン
グ】（SL・GS・SG）

共通

SG

2004年生まれ

上記資格では、各大会のエントリー締切日までに発表されたポイント・ポイントランキングで出場資格を得る

そ
の
他

3 推薦枠

開催県枠（プロテクト） （３０名）

都道府県推薦
有資格者と開催県枠で140名を満
たしていない場合のみ出場できる

学連推薦
有資格者・開催県枠（ﾌﾟﾛﾃｸﾄ）・都道
府県推薦で140名を満たしていない場

合のみ出場できる

１５位

５０位

男子 女子

（３０名）

①全日本強化指定選手・国内強化指定選手

※開催ﾌﾞﾛｯｸ内の選手に限る。

１50位

200位

⑤都道府県推薦選手※当該種目FISﾎﾟｲﾝﾄ順、FISﾎﾟｲﾝﾄを有していない場合はSAJﾎﾟｲﾝﾄ順

SG種目
①開催県推薦選手（プロテクト30名）②有資格者《SGポイント保持者》

①開催県推薦選手（プロテクト30名）②有資格者《ACポイント保持者》

で最大人数を満たさない場合は、最初に実施する種目のポイントを次に優先する。
AC種目

主催

主管

公認

後援

(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

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㈱

日程

FIS国際スキー連盟・(公財)全日本スキー連盟

14日(日)

15日(月)

女子 FIS AC、男子 FIS ｽｰﾊﾟｰ大回転

2月 男子 FIS AC、女子 FIS ｽｰﾊﾟｰ大回転

重要！
※　欠席の場合、理由の如何に問わず一切の意義を認めない。

②開催県推薦選手(プロテクト30名)

　開催県推薦選手に学連登録選手（ブロック内出身者）を含めるかは、各ブロックの対応とする。

③男子：有資格者(当該種目FISﾎﾟｲﾝﾄ順、FISﾎﾟｲﾝﾄを有していない場合はSAJﾎﾟｲﾝﾄ順)

⑥学連推薦選手

基本的に上記優先順位で決定するが

で最大人数を満たさない場合は、GS種目のポイントを次に優先する。

重要！



・TCMは新型コロナウイルス感染症対策を行い、実施致します。

   主催者の求めに応じて記録用紙を提出して下さい。

   場合は、主催者に「緊急患者発生報告書」を必ず提出してください。

   からダウンロードしてください。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
防
止
対
策
に
つ
い
て

・今大会は大会組織委員会の定める新型コロナウイルス感染拡大ガイドラインに準じて実施致します。

・「新型コロナウイルス感染蔓延防止にかかる順守事項同意書」をTCM時に提出して下さい。

・参加選手・関係者は大会14日前から大会終了日までの間、「健康管理記録表」にて健康状態を記録し、

・大会期間中を通じて体調がよくない場合は参加を見送って下さい。また、大会期間中に緊急患者が発生した

・新型コロナウイルスの感染状況により、やむを得ず大会内容の変更や中止となることをご了承下さい。

＊新型コロナウイルスに関する各種資料は長野県スキー連盟ホームページ「大会週間特設ページ」

宿泊希望者は、志賀高原観光協会のパンフレットに記載されている山内宿泊施設より各自手配とします。

大会参加の旨を申し添えて【電話・メール・FAX】のいずれかで、直接宿泊施設に申し込んで下さい。

ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑに記載されたｴﾝﾄﾘｰ責任者の名前で振込み、振込控えは大切に保管してください

郵便局・ゆうちょ銀行から　：　記号11130　番号43192531

その他の金融機関から　　　：　ゆうちょ銀行　店名 一一八(読みｲﾁｲﾁﾊﾁ)　　普通　4319253

口座名　：　志賀高原スキー大会実行委員会　　　ｼｶﾞｺｳｹﾞﾝｽｷｰﾀｲｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ

③長野県選手権表彰(長野県連登録者)：男子ｽｰﾊﾟｰ大回転　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

申込先 race2021@shigakogen.net　　　　エントリー専用アドレス（郵送・FAX受付けません）

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。

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。

☆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。

TEL 0269-34-3345

宿
泊
に
つ
い
て ✩各種宿泊サイトからの申込みは、大会スケジュールに対応しておりませんのでご注意下さい。

申込期限 2021年　2月　4日(木)　14:00まで　     　　　※遅延は一切認めません！！

大
会
事
務
局

競技規則 この大会に定められている規則のほかは、FISの競技規則最新版による。

傷害保険

TEL 0269-34-2404　　　　　　　　　　　　　　　公式HP　http://www.shigakogen.gr.jp/

http://www.shigakogen.net/

設置期間外問合せ先： 志賀高原スキー大会実行員会（e-mailのみ）  　     taikai@shigakogen.net

※個人、高校、クラブからの申し込みは受け付けない。

〒381-0401　長野県下高井郡山ノ内町志賀高原西館山　志賀高原スキークラブ西館山ｺﾞｰﾙﾊｳｽ内

FIS第34回甲信越ブロックアルペン選手権(スピード系)

兼第87回長野県スキー選手権大会(アルペン・スピード系)　大会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーチ引率その他同行者の方 8,000円

料　　金： 税込み１泊２食付き                　　　　　　　　　　　参加選手本人  7,000円

１レース　5,000円   (大会開催協力金1,000円を内に含みます)

※都道府県推薦枠には学連登録選手を含まない。

設置期間　：　2021年　2月 14日（日）～　16日（火）

〒３８１－０４０１

下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池　総合会館９８内

✩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。

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なうほかは責任を負わない。

長野県スキー連盟スキー大会共済保険の規定により対応する。

振込先

申
込
方
法 ※都道府県推薦、学連推薦はｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ氏名欄に、氏名（推薦）と記載すること。推薦状は不要です。

※また、納入した参加料は事情の如何に関わらず返金しない。

※エントリー締め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、志賀高原スキークラブのＨＰに掲載）

①エントリー：指定のｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑに有資格者と合わせて、各都道府県、大学毎に必要事項を記載したもの

②参加料振込控え：振込控えのｺﾋﾟｰまたは写真に撮ったもの　(ｴﾝﾄﾘｰ責任者と振込額が明確にわかるように)

上記①、②を添付し、下記申込先のメールアドレスに送信する。郵送・FAXは受付けない。

※②の参加料振込控えの添付なき場合、エントリーは無効となります。

参加料



Arrival
到着日

Departure
出発日

競技選手の生年は西暦の下２桁を記入してください。

メールで連絡をする場合がありますのでチームキャプテンのメールアドレスをご記入ください。

Responsible for entry

エントリー責任者

記入日（Date）

宿舎名(Lodging)

同行役員等（OFFICIALS）
職分（Function） 氏名（Name)

チームキャプテン

電話番号(Telephone) ＆ E-mail 　メール連絡を行う場合があります。

過去１ヶ月以
内の海外から
の帰国日

ENTRY FORM
エントリーフォーム

/

Racedate

YB      競技日
生年

COMPETITORS
競技選手 L M

Code

選手コード
Surname First Name

氏名

Discipline
種　目

National Association

所属県連名／所属 ／

Competition（Name/Category）

競技会(名称／カテゴリー)

Arrival date
to JAPAN

連絡先住所・電話番号
Address・Telephome

FIS第34回甲信越ブロックアルペン選手権（スピード系）兼 第87回
長野県スキー選手権大会（アルペンスピード系）
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