
令和２年度

愛知県マスターズ・ジュニアスキー技術選手権大会

（第 1 戦）（第 2 戦）
開催要項

主 催 愛知県スキー連盟

特別協賛 株式会社フェニックス・近藤産興株式会社

協 賛

（50音順）

MDV スポーツジャパン株式会社・オガサカスキー販売株式会社・ Oakley Inc.・株式会社 SMJ

株式会社 SPA ・株式会社ジャパーナ・株式会社テクニカグループジャパン

デサントジャパン株式会社・ HEAD Japan 株式会社・ヘルト株式会社

会 期 第 1戦 令和 2年 2月 15 日 (土)

第 2戦 令和 2年 2月 16日 (日)

会 場 岐阜県 ほおのき平スキー場

本 部 ロッジ「雷鳥」 TEL0577-79-2452

大会委員会 大会会長 加藤宏幸

大会副会長 内田嘉韶・村瀬孝幸・斉藤敬男

大会委員長 佐藤二郎

大会委員 浅田薫夫・簗瀬歩・池田節夫・福岡優子・加藤渡・村上亨・恩田友明・福島秀幸

武藤省吾・加藤隆之

競技委員会 競技委員長 加藤渡

競技副委員長 村上亨

競技委員 石榑勝俊・梶田洋象・中谷裕次・山田大介

競技役員 競技委員長 加藤渡

技術代表 村上亨

コーディネーター 山田大介

審判長 中谷裕次

セクレタリー 石榑勝俊

コース係長 山口実男

審判員 (ジャッジ・スタート・ゴール)

石榑勝俊・川原幸輔・佐藤健太・佐野利恵・高井郁寿・三浦裕明・山口誠

救護係 ほおのき平パトロール

記録 後藤和弘・仲誠司・ほおのき平スキー場

計算係 石榑勝俊（兼）・林暁代

運営主任 山田大介（兼）・石榑勝俊（兼）

協力 ほおのき平スキー場

■第 1戦 スケジュール
競技日程・競技種目・競技斜面（状況により変更することがあります。)

2 月 15 日(土) 7:45～8:15 受付・ビブ交付：本部（雷鳥）

8:30～9:00 開会式及び選手会：雷鳥前

9:20～9:35 (9:30 入場制限)コースインスペクション ※ビブ着用、選手＋小学生の同伴者

9:45 午前種目コール開始

9:50～10:35 種目① 大回り(ナチュラル) しらかばコース

※スタート順

は別紙参照

10:45～11:30 種目② フリー小回り(ナチュラル) しらかばコース

※種目①②実施中に種目④(不整地)のインスペクション可。※ビブ着用、選手＋小学生の同伴者

昼休憩

12:25 午後種目コール開始

12:30～13:15 種目③小回り(ナチュラル) しらかばコース

13:30～14:15 種目④小回り(不整地) しらかばコース

競技終了 1時間後（予定） 閉会式及び表彰式(雷鳥前）



■第 2戦 スケジュール
競技日程・競技種目・競技斜面（状況により変更することがあります。)

2 月 16 日(日) 7:45～8:15 受付・ビブ交付：本部（雷鳥）

8:30～9:00 開会式及び選手会：雷鳥前

9:20～9:35 (9:30 入場制限)コースインスペクション ※ビブ着用、選手＋小学生の同伴者

9:45 午前種目コール開始

9:50～10:30 種目① 大回り(ナチュラル) かもしかコース

※スタート順

は別紙参照

10:35～11:15 種目② 小回り・リズム変化(ナチュラル) かもしかコース

昼休憩

12:15～12:30
(12:25 入場制限)コースインスペクション

※ビブ着用、選手＋小学生の同伴者

12:40～ 午後種目コール開始

12:45～13:25 種目③小回り(ナチュラル) アルペンコース

13:35～14:15 種目④フリー(ナチュラル) アルペンコース

競技終了 1時間後（予定） 閉会式及び表彰式(雷鳥前）

出場資格 《マスターズの部》

①SAJ１級以上の技術を有する者。

②大会開催期日有効の傷害保険に加入済であること。

③35 歳以上。年齢起算日 H31 年 4 月 1 日現在。

《ジュニアの部》

①小学校３年生から高校３年生の者。

②大会使用バーンを安全に滑り降りる技術を持つ者。

③保護者の承認を得た者。

④大会開催期日有効の傷害保険に加入済であること。

⑤下記のカテゴリーごとの資格を持つもの

★カテゴリー 1（エキスパート）

ア SAJ バッジテスト 2級以上又は SAJ ジュニアバッジテスト１級以上を所持している者。

イ カテゴリー１での出場を希望する者。

ウ 不整地含む中急斜面を安全に滑り降りる技術を有する者。

★カテゴリー 2（ビギナー）

ア カテゴリー１に当てはまらない者。

イ 中急斜面を安全に滑り降りる技術を有する者。

※バッジテスト合格等により、出場カテゴリーの変更を希望する場合は、2 月 5日までに大会委員会へ

申し出てカテゴリーの変更すること。

競技方法

得 点

①各種目、5審中最高得点と最低得点をカットした 3審の合計得点を種目得点とします。

②4種目中、得点上位 3種目の得点を採用し順位を決します。

部 門

ク ラ ス

《マスターズ》 個人戦 男子の部・女子の部

男女各

1組:90 歳以上・ 2組:89～85 歳・ 3 組:84～80 歳・ 4組:79～75 歳・ 5組:74～70歳

6 組:69～65歳・ 7組:64～60 歳・ 8 組:59～55 歳・ 9組:54～50 歳

10 組:49～45 歳・ 11組:44～40 歳･12 組:39～35 歳

《ジュニア》 個人戦 カテゴリー 1（エキスパート）・カテゴリー 2（ビギナー）

男女各 小学生の部、中学生の部、高校生の部

表 彰 男女各部門 6位まで

※表彰式で抽選会を実施、当選者に賞品を差し上げます。（閉会式に出席しているビブ着用選手）

そ の 他 1 開会式・選手会とも必ず参加して下さい。（参加を義務付けます）

※不参加の場合、出場資格が取り消しとなる場合があります。

2 会期中の日程については本部掲示を優先します。

3 競技バーンは、大会当日朝よりクローズしますので滑走しないでください。違反者

は、出場資格を失う場合があります。

4 全種目ヘルメット着用を義務とします。

5 大会成績を WEB サイトに公開します。

注意事項

(各行事共通)

1 大会へは参加申込者のみ出場することができます。

2 不正、もしくはそのおそれがある行為（写真の貼替、数字の改ざん等）をした場合

は、参加上の債務不履行を原因として直ちに解除します。

3 愛知県スキー連盟は、競技及び試技中、または講習の受講中に生じた参加者本人の

障害、事故（加害・被害とも）について、応急的な処置はしますが、その後については一切の責任

を負いません。


