
国際スキー連盟公認 ２０２３ ＦＩＳ読売ＣＵＰ 

ほおのき平ジャイアントスラローム大会開催要項 
 

１．主  催   岐阜県スキー連盟 

２．後  援   東海北陸ブロック、読売新聞社 

 有限責任事業組合ほおのき平、一般財団法人飛騨・高山観光コンベンション協会 

３．公  認   国際スキー連盟・（公財）全日本スキー連盟  

４．開催地    ほおのき平スキー場   

岐阜県高山市丹生川町久手 

５．期  日   ２０２３年３月１５日（水）～３月１７日（金） 

６．競技日程   ２０２３年３月１５日（水）１７：００  第１戦 TCM（本要項 10項参照） 

              ３月１６日（木）       男女ジャイアントスラローム第１戦 

              ３月１７日（金）       男女ジャイアントスラローム第２戦 

７．競技規則   国際スキー連盟競技規則最新版による。 

８．参加資格   2022－2023 全日本スキー連盟国内 FIS大会出場資格（基本枠）に準ずる。 

  出場選手は FIS選手宣誓書、ＦＩＳ登録・ＳＡＪ会員登録・ＳＡＪ競技者管理登録を完了した者。 

 男   子 女 子 

ＦＩＳポイント 
（ＳＬ・ＧＳ） 

共通   ７０位 

ＦＩＳ選手登録者 
Ｕ-２１  ７０位 

ＳＡＪポイント 
（ＳＬ・ＧＳ） 

共通   ７０位 
U-２１  ７０位 

 2006 生まれ      ２０位 
＊上記各項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 

開催県推薦 

３０名プロテクト ３０名プロテクト 
※開催県選手を優先し、開催ブロック内登録、ブロック出身学連選手も

認める。ブロック推薦学連選手は、出身県でまとめてエントリーするこ

と。 

都道府県推薦 
（都道府県枠には学連登録選手を含まない） 

有資格者と開催地枠で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・開催地枠（プロテクト）・都道府県推薦枠で  

１４０名を満たしていない場合のみ出場できる 

※男女各エントリーが 140名を超えた場合の出場優先順位は下記の通りとする。 

①全日本強化指定選手、国内強化指定選手 

  ②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） 

③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） 

④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(開催ブロック出身学連登録選手も含む) 

⑤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） 

⑥学連推薦選手 

（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） 

   ※エントリー締切日にエントリーオーバーがある場合エントリーリストを、 

岐阜県スキー連盟 HP に掲載する。 

※エントリー締切後であっても、日本国外の選手は最初のドローの２４時間前まで 

エントリーできるため、確定ではなく、変更があれば岐阜県スキー連盟ホームページに 

掲載いたします。（前日中のエントリーについては、掲載できない場合があります。） 

 

 

 



９.コロナウィルス感染予防について 

１）参加するすべての人（選手・競技会関係者・保護者・応援者・メディア 等）は、 

FIS Covid-19 Prevention Guidelines、ＳＡＪ新型コロナウイルス感染対策ガイドライン

及び、ＳＡＪアルペン委員会 アルペン競技会ガイドライン、スキー場を含む関係機関が定

めたガイドライン（それぞれ最新版）に 従って新型コロナウイルス感染症感染防止に努め

てください。 

２）競技初日、提出が必要なもの 

＊「体調管理チェックシート レース７日前【個人用】（様式Ⅰ）」 

２日目以降提出が必要なもの 

＊「体調管理チェックシート【レース当日用】（様式Ⅱ）」 

それぞれ、チームごとに取りまとめて、大会地担当者に提出してください。 

書類入手方法 

岐阜県スキー連盟 HP よりダウンロードして下さい。 

３）競技会終了後、３日以内に大会参加者に体調不良者が出た場合及び、２週間以内に新型コロ 

ナウイルス感染症を発症した場合は、大会時の濃厚接触者も含めて、開催地担当者に速やか 

に報告してください。 

４）上記内容をご理解いただき、参加するすべての方が感染しない、広げない行動を意識して 

下さい。 

10. ＴＣＭの開催について 

・ＴＣＭはテレワークシステム“ZOOM”を使用して開催いたします。 

・１７：００～ドロー、監督会議 

＊詳細は岐阜県スキー連盟ホームページに掲載（http://ski-gifu.jp/） 

＊第 1戦 TCM1 時間前までに必ず出走確認、ドロップアウトの申請をすること。 

 （google フォーム使用） 

11．参 加 料 各１戦 ５，０００円（一旦納入された参加料については返却いたしません） 

12．申し込み ①・有資格者のエントリーは、各都道府県連盟（学連は各大学ごと）でまとめて男 

女別に申し込みをする。 

・個人、高校、クラブからの申し込みは受け付けない。 

・都道府県推薦のエントリーについては、エントリーフォーム氏名欄に、 

“氏名（推薦）”と記載すること。また、学連推薦選手に関しては学連で取り 

まとめて、男女別に申し込みすること。 

・東海北陸ブロック内の推薦については、推薦選手のみのエントリーフォームを作成 

し、優先順位を記入し申し込むこと。その際、県出身の学連選手も取りまとめること。 

・フォームはＳＡＪ方式とし、申込期日までに電子メールのみのエントリーとする。 

・参加料は申込み期日までに下記口座への振り込みとする。 

 

② 申込締切 ２０２３年３月６日（月）24:00必着 

※電話・ファックスでの申込は受付けません。 

※エントリー締切後参加者が少ない場合、追加エントリーをする場合がある。 

 （岐阜県スキー連盟ホームページに掲載する） 

13．表  彰  各競技上位３位まで表彰します。 

14．大会本部  開設日 ２０２３年３月１５日（水） 

        〒506-2252 岐阜県高山市丹生川町久手４４７ 

ほおのき平スキーセンター内大会事務局 ＴＥＬ 0577-79-2244 

15．傷害保険  (1) 参加選手は必ず傷害保険に加入してください。 

        （2）大会期間中における傷害事故等については、応急処置は行いますが責任は 

負いません。 

16．そ の 他  （1）宿泊の斡旋は致しません、各チームで手配をして下さい。 

 

Ｅ-mail：taikai2244＠hounoki-daira.or.jp 

参加料振込先  飛騨農協丹生川支店 

普通 №００２８９３１ 

ほおのき平大会会計(ﾎｵﾉｷﾀﾞｲﾗﾀｲｶｲｶｲｹｲ) 

http://ski-gifu.jp/


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。
*入力後は名前を付けて保存をして下さい。

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



3月1６

3月1７

合計金

2023 FIS読売カップほおのき平ジャイアントスラローム大会（チーム表）

Entry o
返金先

（ここに振込

所属名

代表者氏名

代表者住所

連絡先（電

携帯電話番

Email Add

宿泊先
日

日

額

v

話

号

r

用

男　子 女　子 参加人数（計）

名 名 名

名 名 名

円 円 円

金融機関名： 支店名：

　　普通　　当座 　口座番号：

口座名義：

er

紙等の振込人控えのコピーを貼付けしてください。）

番号）

ess

電話番号

＊入力後は名前を付けて保存してください。
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