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平成 29 年度 愛知県スキー連盟主催 
愛知県学生スキー技術選手権大会  白馬五竜会場 

（他府県所在の大学に在籍する学生も参加可能） 
平成 28 年 10 月 20 日 

 期日 平成２９年３月１５日（水曜日） 
 会場 白馬五竜スキー場 
 現地本部 エスカルプラザ TEL 0261-75-2101 
 現地受付（ビブ交付） 

白馬五竜 エスカルプラザ２階インフォメーション付近 
３月１４日（火曜日） 16:30〜17:00（予定） 
３月１５日（水曜日）  7:15〜 7:45（予定） 

 本部宿舎 白馬五竜 P.ベルネージュ TEL 0261-75-2662 
 開会式 ３月１5日（水曜日）8:00〜（予定） 
 閉会式 表彰式 ３月１5日（水曜日）17:30〜 
 費用 

大会エントリー費 
１．大会のみ参加 １人５,０００円 
２．大会ウィーク中の他行事(講習会、バッジテスト)と同時申し込み １人３,０００円 
３．団体戦の参加に費用は必要としません。 

 大会詳細 
１．出場資格 満１８歳以上の者。 
  大学、大学院、専門学校の学生証を有する者。 
  大会使用バーンを安全に滑り降りる技術を持つ者。 
２．部門 
 ２−１ 個人戦  カテゴリー１、カテゴリー２（各男子・女子の部） 
  カテゴリー１ 
 ・バッジテスト１級以上を所持している者（２月２１日までに取得した者） 

 ・今大会ウィーク中にバッジテスト１級を受検予定の者 
 ・カテゴリー１での出場を希望する者 
 ・不整地含む中斜面を安全に滑り降りる技術を有する者 

  カテゴリー２ 
 ・カテゴリー１に当てはまらない者 
 
※２０１７年２月２１日までにバッジテスト資格に変更があった場合、また、変更を希望する場合は
２月２８日までに文書にてカテゴリーの変更すること。 
 
 ２−２ 団体戦 男子の部、女子の部、総合 
 個人戦の成績をルールに則り各団体ごとに得点を合計し団体戦の順位とする。 
３．競技方法（種目、種目数） 
 検討中（大回り、小回り、フリー、不整地、規制等のうち４種目を予定） 
４．表彰 
 個人  
 個人戦 各カテゴリー男女 3位まで 
 ４種目（予定）の得点合計 
 団体 
 男子団体、女子団体３位まで 団体総合３位まで 
 （男子団体、女子団体は、各カテゴリーの上位１０位まで、団体総合は 
 各カテゴリー上位５位までに入った選手のポイントを合計して順位を決定） 
  団体戦においての獲得ポイント（順位点換算表） 
 カテゴリー１ １０位２点、９位４点、８位６点より順に３位１６点、２位１８点、１位２０点まで 
 カテゴリー２ １０位１点、９位２点、８位３点より順に３位８点、２位９点、１位１０点まで 
５．使用ゲレンデ 
 白馬五竜スキー場 
 グランプリゲレンデ、テクニカルゲレンデ、 
 予備ゲレンデ 遠見第２ゲレンデ 
  



4-2 

 その他 
・ 愛知県を所在地としない学校に所属する方の申込も可能です。 
・ 学生技術選手権大会への参加に全日本スキー連盟の登録を必要としません。 
・ 学生技術選手権大会出場選手はビブ着用にて選手会、閉会式への参加を義務付けます。 
・ 団体戦への申込は同一の大学、大学院、専門学校に在学していれば、既存の団体だけで無

く、新たに団体を組織して団体登録していただくことが可能です。 
・ 会期中の日程については現地本部掲示を優先しますので現地本部掲示をご注意下さい。 
・ 学生技術選手権大会出場選手は全種目、ヘルメットの着用を義務付けます。 
・ 競技方法は本大会のローカルルールを適用。 

詳細については愛知県スキー連盟 Web サイトにて（１月後半に公表を予定しています） 
 
 
 
 
大会ウィーク 平成２９年３月１３日(月曜日)〜平成２９年３月１６日(木曜日) 
 
 大会ウィーク日程 

１３日 講習会 （懇親会を予定 13 日 20:00〜21:30 エスカルプラザ） 
１４日 講習会   
１５日 愛知県スキー連盟主催 愛知県学生スキー技術選手権大会(白馬五竜会場) 
１６日 バッジテスト 級別テスト（１〜３級） プライズテスト（テクニカル、クラウン） 

 

[講習会]  

 期日   平成２９年３月１３日（月曜日）、１４日（火曜日） 
 現地受付 8:30〜9:00 

     各日とも受付場所はエスカルプラザ２階インフォメーション付近に掲示。 
 講習時間 各日 9:30〜11:30 13:30〜15:30 
 費用   ３,０００円/１日、６,０００円/２日 
 その他 
・ 講習会のみの受講も可能です。 
・ ２日間連続して受講可能です。また１３日、１４日各１日のみの受講も可能です。 
・ 技術選参加者（大会特別講習会）、各級バッジテスト受検者（事前講習会） 

技術向上希望者向け講習会等、グループ別講習会を開催します。 
・ 講習会を申込済みの方で、シーズン中のバッジテスト取得等で講習会目的を変更する場合、

２月２８日までに文書にて事務局までご連絡下さい。またそれ以降は当日受付にてご相談
下さい。（当日になるとご希望に添えない場合もあります。） 

 
[バッジテスト] 
 期日   平成２９年３月１６日（木曜日） 
 現地受付 8:30〜9:00 白馬五竜 エスカルプラザ２階インフォメーション 
 費用 

 事前講習料 クラウン 3,000 円、テクニカル 3,000 円、1級 3,000 円、2級 3,000 円、3級 3,000 円 
 受検料     クラウン 5,000 円、テクニカル 4,000 円、1級 1,800 円、2級 1,200 円、3級 1,000 円 

 その他 
・ 技術選、講習会とは別途、別紙にて申し込みをする事。 
・ バッジテストのみの受検も可能です 
・ 事前講習会受講者も２日間講習会を受講することが可能です。 
・ バッジテスト受検資格は SAJ スキーバッジテスト規程のとおりです。 

（１級、テクニカル、クラウン受検者は当該年度事前講習修了証が必要です。所持しない者は、 
 １３、１４日に開催されるいずれか１日の事前講習を受講することが必要となります。） 

・ クラウン、テクニカル受検者は全日本スキー連盟（SAJ）への登録が完了している事が必要
です。未登録者は愛知県スキー連盟事務局、学生技術選係までお問い合わせ下さい。(052-
757-6277 愛知県スキー連盟) 
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その他 
１． 技術選、検定、講習実施要項詳細については愛知県スキー連盟 Web サイトをご覧下さい。 
２． 行事に関する情報は随時、愛知県スキー連盟 Web サイトにて更新します。 
３． お支払い費用に関して原則、返金しない事とする。 
４． 本申込で愛知県スキー連盟が収集した個人情報は申込行事運営ならびに事業に必要と認

められた団体にて利用されます。また、所属団体、氏名、性別、年齢、成績については、
行事会場ならびに web サイトや新聞などのマスメディアで公開されることがあります。 

５． 行事中の傷害等は現地での処置等対応しますが、主催者は以後の責任はとらない事とする。 
６． 会期中、学生証の提示を求めることがあります。 
７． ３月１３日（月曜日）に懇親会を開催します。（参加資格 大会ウィーク各行事参加者、関係者） 

 詳細については愛知県スキー連盟 Web サイトにて（１月後半に公表を予定しています） 
 
申込み方法 
１． 団体戦参加の団体は、団体ごとにまとめて申し込みをすること。 
２． 必要費用を愛知県スキー連盟まで振り込む。 
３． 各申込書に記入の上、振込完了証明（コピー）と共に愛知県スキー連盟宛に郵送にて申し込む。 
４． 申込用紙は愛知県スキー連盟ホームページよりダウンロード可能。 
５． 技術選、バッジテスト共に第一次締め切りとして先着１００名までとする。 
６． 講習会に定員は設けない。 
７． 第一次締め切りを平成２８年１２月２０日愛知県スキー連盟必着とする。 
８． 申込み資格（各行事とも） 

  ・満 18 歳以上の者。 
  ・大学、大学院、専門学校の学生証を有する者。 

 
※振込先（愛知県スキー連盟口座までお振り込み下さい。） 
１．ゆうちょ銀行 
  二一八（にいちはち）支店（店番 218） 普通 4428441 口座名：アイチケンスキーレンメイ 
２．三菱東京ＵＦＪ銀行 
  黒川支店 店番 216 普通 0584746 口座名：アイチケンスキーレンメイ 会長 加藤宏幸 
３．振込名義について 
  個人での送金の場合：個人名＋ガクセイ 
  （例 「アイチタロウガクセイ」） 
  グループ（所属団体）での送金の場合：申込責任者名＋団体名（略）＋ガクセイ 
  （例 「アイチタロウトライアングルガクセイ」） 
 
※申込書郵送先（愛知県スキー連盟事務局まで郵送にてお申し込み下さい。） 
  〒464-0821 
  愛知県名古屋市千種区末盛通 5丁目 13-3 大雄ビル 2F 
  愛知県スキー連盟事務局 
  学生技術選係 宛 
 
 
・白馬五竜観光協会様のご協力で、このウィーク用に宿泊、リフト券をパックにした「愛知県学生スキー
技術選大会ウィーク参加者用合宿パック」を特別価格にてご用意いただきました。詳しくは白馬五竜観光
協会（0261-75-3131 担当清水様）までお問い合わせください。 
http://www.hakubagoryu.com/saa/ 
 
・白馬五竜スキー場様のご協力で大会ウィーク中、各日各行事において、参加者、選手の方の為に主要箇
所からスキー場までのピックアップバスの運行を予定しています。（運行に関しての詳細は後日 Web サイト
にて） 
 
主催 愛知県スキー連盟 
後援 白馬五竜観光協会 株式会社五竜 白馬五竜スキー場 
 
問い合わせ先 
愛知県スキー連盟 学生技術選係 
Tel (052)757-6277  Fax (052)761-6877 
E-Mail info@ski-aichi.jp URL: www.ski-aichi.jp 


