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[大会日程]

[競技種目]

[ローテーション]

[出場資格]

[組み分け]

[表　　彰]
[そ  の  他]

※3月10日（土）小学生の部は、
　大回り、小回りの２種目とする。

3月10日（土） 07：20～ 受付  　　　 エスカルプラザ内
  08：00～ 開会式・選手会  エスカルプラザ2Fアッパーデッキ
  09：30～ 競技開始  いいもりゲレンデ
  16：30～ リザルト掲示予定　　　エスカルプラザ2Fアッパーデッキ前
  19：00～ ワンコイン交流会 エスカルプラザ内アッパーデッキ側         
3月11日（日） 09：00～ 競技開始  いいもりゲレンデ
  14：30～ 表彰式・閉会式  エスカルプラザ屋外アッパーデッキ    　　　　　            
　　　進行予定 　　 種目 斜面設定 競技コート
3月10日（土） 09：30～　   大回り
   　　小回り 中斜面・整地 Aコート（コスモリバーコース）
   　　総合滑降
3月11日（日） 09：00～　   大回り　　急斜面・整地 Bコート（コスモリバーコース南） 
   　　小回り　　急斜面・整地 Bコート（コスモリバーコース南） 
＊日程、競技種目、競技コートについては変更する場合がある。
         
　　3月10日(土) 　1種目　大回り
　　　　 　　　　 2種目　小回り
　　　　 　　　　 3種目　総合滑降
　　3月11日(日)　　 　4種目　大回り
　　　　 　　　　 5種目　小回り
①SAJスキー指導員及び準指導員、SAJ1級または同等以上の者②スキー傷害保険に加入している方
　　【男子】     　　【女子】
①男子1部　（35歳未満）   　　⑩女子1部　（30歳未満）
②男子2部　（35歳～39歳）   　　⑪女子2部　（30歳～39歳）
③男子3部　（40歳～44歳）   　　⑫女子3部　（40歳～49歳）
④男子4部　（45歳～49歳）   　　⑬女子4部　（50歳以上）
⑤男子5部　（50歳～54歳）   　　⑭小学生の部（小学4年生～6年生）
⑥男子6部　（55歳～59歳）   　　⑮中学生の部
⑦男子7部　（60歳～64歳）   　　⑯高校生の部
⑧男子8部　（65歳～69歳）     
⑨男子9部　（70歳以上） 　　　　　　　　＊各組の年齢起算は2017年4月1日とする。
表彰（総得点）　男子、女子共各組　３位まで表彰（開会式で連絡予定） 
①現地での傷害事故などにおける応急手当は行いますが、その他は当事者の責任となる。
②競技種目及び日程等については、天候あるいは会場の事情により変更が生じることがある。
③公式掲示は、エスカルプラザ２Fアッパーデッキ前とする。
④保険証は必ず持参のこと。  ⑤ヘルメットの着用を義務とする。         

第16回 環富士山
スキー技術選手権大会
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スキー技術選手権大会
２０１8年３月１0日（土）～１1日（日）２０１8年３月１0日（土）～１1日（日）



　　【第16回環富士山スキー技術選手権大会役員名簿】
【組織委員会】        
大会会長 　宮崎　仁（SAS副会長）       
大会副会長 　木村 徳善（SAK専務理事）　武川 和正（SAY副理事長）　小沢 俊也(SAC理事長)       
 　　　　矢口 健治（白馬五竜観光協会会長）       
大会委員長 　宮崎　仁（SAS副会長）       
大会副委員長 　駒谷 嘉宏（株式会社五竜会長）       
裁定委員 　木村 徳善（SAK）　岡部 金之（SAY教育本部指導委員会）　       
 　　　　真田 好之（SAC教育部専門員）　鈴木　章功（SAS教育本部副本部長）　       
総務 　　　　湯山 浩志（SAS教育本部理事）　オブザーバー　佐藤 二郎（SAA教育本部理事)       
【競技委員会】        
技術代表（TD）　鈴木　章功（SAS）       
競技委員長 　小沢　俊也（SAC）       
競技副委員長 　太田　具英（株式会社大糸代表取締役）　武川　和正（SAY）　       
 　　　　佐藤　博一（SAK教育本部理事）　鳥羽　恒康(SACスキー技術員)　       
　　　　　　　坂田　孝成(SAS教育本部副本部長)       
コース係長 　（スキースクール委託）       
審判員 　石川 裕久（審判長・SASスキｰ技術員）　鳥羽 恒康（SAC）　       
 　佐々木 生道（SAK教育本部長付）武川 和正（SAY）　伊藤 智広（SASスキー技術員）       
スタート審判 　（スキースクール委託）、ゴール審判　岡部 金之（SAY）       
記録・計算係長　湯山 浩志(SAS)       
計算係・記録係　　システムハウス白馬       
チェアスキー・サポート 　國島 みどり（SAKハンディキャップ委員会）       
 　
　　【本部宿舎】 〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村神城白馬の森
  ペンション・ウルル　　TEL：0261-75-2774　FAX：0261-75-2263
 
【開会式次第】  　司会　　　　　湯山 浩志（SAS）  
1．主管県連挨拶 　　　大会会長　　　    宮崎　仁（SAS）  
2．地元代表挨拶        
3．大会役員紹介　　 総務担当　　　　湯山 浩志（SAS）  
4．地元関係者紹介  　〃 
5．協賛各社紹介  　　　　〃 
6．庶務連絡   　〃 
選手会    
1．技術代表挨拶 　　　技術代表　　　　鈴木 章功（SAS）  
2．競技諸注意  競技委員長　　 　小沢 俊也（SAC）  
3．質疑応答  　　〃 
　

【閉会式次第】  司会　　　　　　湯山 浩志（SAS）  
1．主管県連挨拶 　　　大会会長　　　    宮崎 仁（SAS）  
2．地元代表挨拶        
3．成績発表並びに表彰式　　　競技委員長　　　小沢 俊也（SAC）  
4．庶務連絡  総務担当　　　　湯山 浩志（SAS）　  

　　　　　　　　　　お問合せ・お申込みは・・・
              白馬五竜観光協会　〒399-9211長野県北安曇郡白馬村神城ＪＲ神城駅内
              総合案内Tel．０２６1－７5－3700　宿泊案内Tel．０２６1－７5－3131
　　　　　http://www.hakubagoryu.com/　e-mail．info@hakubagoryu.com
              

タングラム斑尾
滑る、遊ぶ、泊まるがひとつになった

信州のスノーリゾート
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③公式掲示は、エスカルプラザ２Fアッパーデッキ前とする。
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第 1日目 第 2日目
3月10日  

　受付  
　（エスカルプラザ2階）  
　ビブ配布
　開会式・選手会  
　（エスカルプラザ2階アッパーデッキ）
　各コース設営  

　

　コール開始
　競技開始  
 Aコート（コスモリバーコース）
　①大回り（中斜面・整地）
  
　②小回り（中斜面・整地）
  
　③総合滑降（中急斜面・整地）
  
　
　競技終了予定
　昼食  
  
　リザルト集計  
　TD・競技委員長サイン  
  
　

　リザルト掲示  
　（エスカルプラザ2階 
　　アッパーデッキ前） 
　

　交流会  
　（エスカルプラザ2階  
　　アッパーデッキ）    

　各コース設営  
　

　コール開始
　競技開始  
Bコート（ストレートウィスキーコース）
　①大回り（急斜面・整地）  
  
　②小回り（急斜面・整地）  
  
  
  
  
　競技終了予定
　昼食
  
　リザルト集計  
　TD・競技委員長サイン  
　賞状作成  
  
  
　表彰式・閉会式  
　（エスカルプラザ前）
　ビブ回収  

3月11日  

14:30

12:00

株式会社 大糸
http://www.goryu47.com
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開会式会場

Ａコート　コスモリバーコース
　　大回り（中斜面・整地）
　　小回り（中斜面・整地）
　　総合滑降（中斜面・整地）

Ｂコート　コスモリバーコース南
　　大回り（急斜面・整地）
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第16回環富士山スキー技術選手権大会　競技規則
◎競技規則を次の通り定める。
1．競技者は種目別スタート地点に集合し、スタート審判のコールを受け応答しなければならない。
2．競技者は前者の出発後、直ちにスタート地点に立ち出発のための準備をしなければならない。
3．競技者はスタート審判の合図により出発しなければならない。直ちに出発しない場合は当該種目を棄権とする。
4．競技コースの終点には斜面の両サイドに2本ずつ端が立ち、その旗の前2本を結ぶ線上を通過し、
　 ゴールエリア内に停止しなければならない。
5．競技は示された停止エリア内で終了する。
6．主審は選手の停止位置を確認し、停止内容に著しい違反があった場合には各審判員に指示し、減点を通告する。
7．競技種目が必要とする斜面については、その条件や状況を判断して、適切な技術によってターンの
　 大きさやスピード調節を行う。
8．競技者麺設定後のインスペクションはコース外から行い、コース内への立ち入りはできない。
　 但し、雪面状況・天候などの理由によって大会本部の指示により必要と認めた場合は、インスペクションを行うことができる。
9．競技中は、必ずヘルメットを着用しなければならない。
10．出場者は、必ずスキー傷害保険に加入していること。
11．抗議は予選成績発表後、30分以内とする。
　　以上

株式会社 五竜Hakuba

Goryu
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