１．主

催

公益財団法人全日本スキー連盟

２．主

管

'93 世界アルペン開催記念大会実行委員会

３．共

催

盛岡市、雫石町、雫石町教育委員会

４．後

援

岩手県、滝沢市、岩手県教育委員会、滝沢市教育委員会、一般財団法人地域活性化セン
ター、一般財団法人岩手県スキー連盟、特定非営利活動法人雫石町スキー連盟、株式会
社岩手日報社、日本放送協会盛岡放送局、株式会社ＩＢＣ岩手放送、株式会社テレビ岩
手、岩手めんこいテレビ株式会社、株式会社岩手朝日テレビ、株式会社エフエム岩手、
公益財団法人岩手県体育協会、公益財団法人盛岡市体育協会、公益財団法人滝沢市体育
協会、一般財団法人雫石町体育協会

５．協

力

陸上自衛隊岩手駐屯地、雫石スキー場

６．会

期

2018 年２月 19 日（月）～２月 20 日（火）

７．会

場

岩手県雫石町 雫石スキー場 雫石ダウンヒルコース

８．競技種目
９．日

男・女 スーパーＧ １戦

程
期 日

開始時間
10：00

２月 19 日(月)

15：00

開会式

16：00
10：00

ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
全日本ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ選手権大会

15：00

表彰式

２月 20 日(火)

種
コースオープン

目

会

場

雫石ダウンヒルコース
レストランシュプール
レストランシュプール
雫石ダウンヒルコース
レストランシュプール

10．競技規定

FIS 及び SAJ 競技規則最新版に準ずる。但し、本要項に定めたものを優先する。

11．年齢資格

出場選手は、FIS 選手宣誓書、競技者登録及び SAJ 競技者登録を完了している者
(1997 年１月１日～2001 年 12 月 31 日生れ)

12．出場資格
区

分

男

子

女 子

FIS 16/17 最終リスト～17/18 有効リスト（17/18 №1～№5 を除く）
FIS ポイント
（SL/GS/SG 種目共通）

【共通】40 位以内

【共通】40 位以内

【大学】30 位以内

【大学】30 位以内

【高校】50 位以内

【高校】50 位以内

年代別（1997 年生れ～2001 年生れ）国内ランキング 30 位。
SAJ 16/17 最終リスト～17/18 有効リスト（17/18 №1～№2 を除く）
SAJ ポイント
（SL/GS/SG 種目共通）

【大学】15 位

【大学】50 位

【高校】35 位

【高校】60 位

注）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。
16-17 全国ランキング 男子 20 位、女子 30 位
ユースランキング

ブロックランキング上位選手から
※ 全国ランキング資格者を除く

男子３名、女子３名

注）11 月 30 日までに、各ブロックで決定された選手。大会毎の選手変更は認めない
SAJ ポイント（SL/GS/SG 共通）男子 10 位、女子 10 位
※（2001 年１月１日生れ～2001 年４月１日生れ）
特別枠（2001 年生れ）

インターハイ・高校選抜・国体
※ 16-17 シーズンの何れかの大会で男子 30 位以内、女子 30 位以内
の成績を収めた者

開催県推薦

男女とも最低 30 名プロテクト

都道府県推薦

制限なし

学連ブロック推薦

制限なし

上記を基本出場資格とするが、以下の１）、２）をクリアしている者も資格を得る。
１）男女 FIS SG ポイント所有者
２）男子 SAJ SG ポイント 150 点以内 女子 SAJ SG ポイント 200 点以内
※ 140 名の最大出場者のうち U21 以上の選手は海外選手を含め基本 25 名まで出場できる。
【エントリーオーバーによる優先順位】
① 開催県推薦選手

男女ともプロテクト 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 開催県推進選手

上記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）

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 学連推進選手

13．申込方法

１）申込〆切

2018 年２月９日（金）NPO 法人雫石町スキー連盟 宛
17 時必着のこと。

２）申 込 先

〒020-0543 岩手県岩手郡雫石町高前田 155
NPO 法人雫石町スキー連盟

宛

TEL 019-692-4197 FAX 019-692-4194
３）申込様式

国際競技ルール 215 条による所定のエントリーフォームに必要事項を
記入の上、各都道府県スキー連盟一括で申込むこと。

４）参 加 料

申込と同時に納付すること １人１戦 4,000 円
（納付は、出来るだけ下記口座へ振り込みとする。）
【口座名義】'93 世界アルペン開催記念大会実行委員会
事務局長 徳田 秀一
【金融機関】新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所 （普）0006762

５）傷害保険

SAJ スキー安全会及びスポーツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険に
加入していない選手は出場することができない。
競技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
が、以降の措置は本人の責任において行う。

６）個人情報

記入した個人情報については、大会の事務処理等（公開印刷物含み）
とスキー関係ホームページに公式記録表・競技者リスト、メディア関
係に競技者コード・氏名・所属チーム・記録の掲載について使用する
ことに限定し、SAJ を除く第三者への提供は致しません。但し、警察・
行政等の法的指示により情報開示の請求時はこの限りではありません。

14．ド ロ ー

各都道府県・学連のチーム代表は必ず出席のこと。

15．表

U21 を対象に、１位から 10 位まで表彰する。（表彰式は各競技終了後、レストランシュ

彰

プールで行う。
）
16. 宿

泊

宿泊は、各加盟団体等で各自直接申込むこと。なお、宿泊案内は、次のとおり。
一般社団法人しずくいし観光協会 019‐692‐5138
※ 大会会場併設ホテル：雫石プリンスホテル 019‐693‐1111

17．そ の 他

１）2018 年２月２日（金）正午現在の積雪状況により大会の可否を決定する。
ただし、大会中止の場合のみ各加盟団体等へ連絡する。
２）悪天候などやむを得ない理由により競技を中止した場合、参加料を返却しない。

