
平成２３年度 愛知県スキー技術選手権大会 

（兼 平成２３年度全日本スキー技術選手権大会愛知県代表選考会） 

開催要項 

 

主 催 愛知県スキー連盟 

会 期 平成 23 年 1 月 29 日(土)～１月 30 日(日) 

会 場 岐阜県 ほおのき平スキー場 

本 部 ロッジ「シュプール」  TEL0577-79-2563 

  

大会役員   

 大会会長 大島 寅夫    

 大会副会長 宮澤 市郎 内田 嘉韶 斎藤 二郎  

 大会委員長 一柳 達幸    

 大会委員 加藤  渡 市野 聖治 佐藤 二郎 浅田 薫夫 

  片桐 英市 富田 宗市   

招待選手 沖   聖子 ナショナルデモンストレーター 

競技委員     

 技術代表 市野 聖治    

 競技委員長 加藤  渡    

 コート主任 浅田 薫夫    

 審判長 佐藤 二郎    

 運営主任 高井 郁寿 武藤 克佳（副）   

 審判員 梶田 洋象 藤沢 政弘 山田 大介 青山 和敏 

  村上  亨 中谷 裕次 宮原 祥予 菅嶋 康浩 

  水谷 則康 山口 実男 宮原 利至 武藤 克佳 

 コール係 尾嶋 敬弘 戸松 英二   

 救護係 ほおのき平スキー場パトロール   

 計算係 南川  博   一柳  忍 熱田 春雄  

 記録係 仲  誠司 中村 明彦 戸松 英二  田中 忠隆 

  丹羽英太郎 尾嶋 敬弘   

 協力 ほおのき平スキー場        

 総務 愛知県スキー連盟教育部委員  

  

                        

競技種目（競技種目･使用コートは状況により変更することがあります。） 

1 月 29 日(土) 予選 ４種目        〈メイン〉   〈サブ〉 

・大回り (総合斜面) パウダー アルペン下部 

・大回り (規制・整地斜面) かもしか アルペン下部 

・小回り (整地斜面) 白樺 デコルテ 

・小回り (不整地斜面) パウダー ほおのき山 

※班編成、種目別ローテーションは別紙参照 

 

競技種目（競技種目･使用コートは状況により変更することがあります。） 

1 月 30 日(日) 決勝 ４種目        〈メイン〉   〈サブ〉 

・大回り (整地斜面) パウダー ほおのき山 

・小回り (整地斜面) パウダー デコルテ 

・フリー (総合斜面) アルペン下部 ほおのき山 

・小回り (不整地斜面) パウダー ほおのき山 

※班編成、種目別ローテーションは別紙参照 

 



※予選種目 大回り・規制は、カモシカコースのスタートハウスから中間地点までの（13～15 旗門程度）

競技コースを大回転形式で滑ります。計測タイムを得点換算し、各選手の規定点との比較で高い方の点

を採用します。規定点は、選手ごとに設定し、各選手の大回り・規制以外の 3 種目の平均点とします。 

 

出場資格 〈予選〉 

1.一般の部：SAJ1 級以上で男女とも平成 23 年 1 月 29 日の時点で満 18 歳以上の者。

2.U-18 の部：SAJ1 級以上で男女とも 1992 年 4 月 2日以降に生れた者。 

 中学生以下については SAJ1 級もしくはジュニアテスト 1級所持のこと。 

3.今年度 SAJ 登録会員で所属団体長の推薦を得た者。 

4.今年度傷害保険に加入済みであること。 

〈決勝〉 

1.予選通過選手。 

2.平成 22 年度愛知県スキー技術選手権大会男子 25 位、女子 10 位までの選手 。 

 

競技方法 全日本スキー技術選手権大会規定に準ずる。 

詳細は本年度オフィシャルブックを参照。 

使用用具の規定については SAJ 規定を遵守のこと。（除く予選） 

大回り種目についてはヘルメットの着用義務。 

ビブ交付 1 月 28 日（金）16:30～17:30（現地受付） 

1 月 29 日（土） 7:15～ 7:45（現地受付） 

コースオープン 1 月 28 日 (金) 14:00～ (予定) 

部  門 (予選) 

個人戦 一般男子の部・一般女子の部・U-18 男子の部・U-18 女子の部 

団体戦 男子の部・女子の部 

(決勝) 

男子の部・女子の部 

採点方法  予選 3審 3採用、規制種目 タイム計測 決勝 5審 3採用 公開得点表示 

表  彰 予選：団体戦男女各 3位まで、一般の部男女各 3位まで、U-18 の部男女各 3位まで 

決勝：男女各 6位まで 

そ の 他 ①開会式･選手会共必ず参加して下さい。（参加を義務付けます） 

②大会実施要項詳細については SAA ホームページをご覧ください。 

③会期中の日程については本部掲示を優先します。 

④愛知県代表選手については選考委員会にて決定します。 

⑤東海・北陸ブロック選手権大会平成 23 年 2 月 4日(金)～6日(日) 極楽坂 <富山> 

⑥全日本スキー技術選手権大会平成 23 年 3 月 7日(月)～13 日(日) 八方尾根<長野> 

⑦WEB サイト・マスコミに非公開される選手は申し出てください。 

 

競技日程  (競技種目及び日程は状況により変更することがあります。) 

1月 28日（金） 16:30～17:30 現地受付 

1月 29日（土） 8:00～ 開会式及び選手会：スキーセンター前 

 

9:15～12:00 

12:40～12:55 

 

13:00～15:30 

大回り、小回り、小回り（不正地）・3コートにて同時進行 

大回り・規制インスペクション 

※競技進行上、女子選手より行います。 

大回り・規制 
   

1月 30日(日) 7:30～ 予選通過者発表 及び 決勝受付 

 9:00～10:10 大回り 

 10:15～11:25 小回り 

 11:40～12:50 小回り（不整地） 

 13:05～14:35 フリー 

 
（予定） 

競技終了 2時間後 
閉会式及び表彰式（スキーセンター２F） 

 


