2022 年度

第２回全日本マスターズスキー技術選手権大会開催要項
2022 年 1 月 19 日版

【会 期】 2022 年 2 月 4 日（金）～ 2 月 6 日（日）
【会 場】 長野県・白馬岩岳スノーフィールド
【主 催】 公益財団法人全日本スキー連盟
【主 管】 公益財団法人長野県スキー連盟、一般社団法人白馬村スキークラブ
【後 援】 白馬村、白馬岩岳観光協会、日本スキー場開発㈱、㈱岩岳リゾート
【事業の目的】
マスターズスキーヤーが一堂に会し、スキー技術を競い、交流を深めて、シニア層の新たな
目標を設定することにより、スキー界の活性化を目的とする。
【日程】
月日

予定時刻

2/4（金）

9：00～12：00

予定会場
受付

ホワイトプラザ２階レー
スオフィス

10：00～12：00

公式練習

カモシカコース

ワンポイントレッスン

ノンストップバーン他

15：30～

開会式、選手会（未定）

ホワイトプラザ前（未定）

09：00～

小回りリズム変化

ノンストップバーン

09：00～

大回り

ビックバーン

13：30～15：30

ワンポイントレッスン

ノンストップバーン他

09：00～

総合滑降

ビックバーン

09：00～

小回り

ノンストップバーン

午後

表彰式

13：00～15：00
10：00～12：00
13：00～15：00

2/5（土）

2/6（日）

/

閉会式（未

定）

【本部宿舎】スコーレ白馬
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 12024
TEL

0261-72-2145

【現地実行委員会事務局】
開設：2021 年 12 月 1 日
場所：白馬岩岳観光協会内
〒399-9301

長野県北安曇郡白馬村 12111 ホワイトプラザ内
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ホワイトプラザ前（未定）

TEL 0261-72-2780
担当 切久保公正
メールアドレス:
オフィシャル Web :

info@masters-ski.iwatake.jp
https://masters-ski.iwatake.jp

【レースオフィス】
開設：2022 年 1 月 16 日
場所：白馬岩岳観光協会内
〒399-9301

長野県北安曇郡白馬村 12111 ホワイトプラザ内

TEL 0261-72-2872 FAX0261-72-4638
メールアドレス： info@masters-ski.iwatake.jp
資料用 Web アドレス：https://masters-ski.iwatake.jp
【競技方法】
実行委員会から WEB で告知される要項参照のこと。
【出場資格】
出場者は、次の各号に掲げる内容を満たしていなければなりません。
（出場資格）
① 2022 年度の SAJ 会員登録を行い、会員登録料の決済を完了している者。
② 2022 年４月１日現在満 40 才以上の者。
③

大会申込時までに SAJ スキーバッジテスト 1 級以上を有するもの。

④

SAJ スキー補償制度又はこれに準ずる傷害保険に加入していること。

（日本国籍を有する方以外の参加資格）
① 2022 年 4 月 1 日現在 40 歳以上であり、SAJ スキーバッジテスト１級以上
と同等の技術を有する者。
②

各保険会社のスキー傷害保険に加入している者

【参加料】 15,000 円
【申込方法】
「デジエントリー」による。
【申込期間】
2021 年 11 月１日～2022 年 1 月 15 日
【順位の決定及び表彰】
総合得点により、各部門別に表彰します。

各部門（カテゴリー）は 2022 年４月１日現在の満年齢を適用する。
（1）４０歳～４９歳の部：男女１位～６位
（2）５０歳～５４歳の部：男女１位～６位
（3）５５歳～５９歳の部：男女１位～６位
（4）６０歳～６４歳の部：男女１位～６位
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（5）６５歳～６９歳の部：男女１位～６位
（6）７０歳以上の部

：男女１位～６位

メダル 各カテゴリー男女１位～３位
賞状

各カテゴリー男女１位～６位

【競技規則】
〈得点について〉 得点は公開表示します。
〈公式用品用具の使用に関して〉
1. 選手は SAJ 公式用品委員会において認定された用具・用品を使用し、用具・用品に表示
される商標及び社名は SAJ 規程によるもの以外は認めません。ただし、本項の規制範囲
は、開・閉会式等の公式の場所及び競技会場において点呼を受けたときからフィニッシ
ュするまでとします。
「SAJ 公式用品加入ブランド」は、SAJHP →ライブラリー →マーケティングからご確
認下さい。
2. プレートは市販商品の正常な使用方法に限ります。改造もしくは複数商品を複合した
使用法は認めません。
3. 出場する選手が本大会の予選種目から決勝種目まで使用できるスキーは計 2 台までと
します。
4. 選手が着用を許されるウェアは市販されている、あるいはルーズフィットなものとし、
レーシングスーツ（ワンピースやツーピース）は認めません。
5. コマーシャルマーキングについては、本連盟指定の様式にて申請し承認されたものの
み着用できます。
6. 前 3 項のマテリアルチェックについては実施しませんが、上記の内容を把握、踏まえ
て参加してください。
7.
〈ヘルメット等の着用に関して〉
競技中は頭部を防護する為、すべての競技において必ずヘルメットを着用して下さい。
〈ビブの着用に関して〉
インスペクション等でコート内に入る場合は必ずビブを外側に着用すること。
〈スタートの要領に関して〉
1. 選手は、各種目ともスタート地点に 10 分前に集合し、スタート審判の点呼を受け、応
答しなければなりません。
2. 選手は前者のスタート後、ただちにスター卜位置につき準備を整えます。
3. 選手はスタート審判の合図によりスタートします。ただちにスタートしない場合は当
該種目を棄権したものとみなします。
〈フィニッシュの要領に関して〉
フィニッシュはコート下部の左右にある目印を結ぶフィニッシュラインの通過をもって
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演技終了とします。小回り種目については、フィニッシュライン通過後にスピードコント
ロールし、完全停止をもって演技終了とします。
〈コートインスペクションに関して〉
コートインスペクションに関する規定は、TCM にて詳細をお伝えします。
〈抗議に関して〉
TCM にて詳細をお伝えします。
〈その他〉
その他必要がある事項は別途定め、TCM に提案、承認を受けることとします。
〈コマーシャルマーキング（CM）申請〉
1. ヘルメットには、サイズ 50 ㎠以内（縦横のバランスは問いません。）のワッペン又はシ
ールを１枚付けることができます。掲示する場所（正面、側面、背面）の指定はありま
せん。ただし、ヘルメットメーカーのロゴが隠れてはなりません。
ウェアの腕にサイズ 50 ㎠以内（縦横のバランスは問いません。）のワッペンを２枚まで
つけることができます。１枚のみ付けることも可能です。ワッペンを２枚付ける場合、
２枚を左右の袖に分け付けることもできますし、２枚ともどちらか片側の袖に付ける
こともできます。１枚のみつける場合は、左右どちらの袖に付けるかの指定はありませ
ん。２枚のワッペンは、２枚とも同じ企業（デザイン）のマークでも良いですし、２枚
が異なった企業（デザイン）のマークでも良いです。ただし、ウェアメーカーのロゴが
隠れてはなりません。
また、プリント・ワッペンを問わず、ウェアメーカーの商標（メーカーロゴ）はコマー
シャルマーキングとは別とみなし、掲示される商標（メーカーロゴ）の面積に上限は設
けません。
2. たばこ、ドラッグ（大麻等の違法薬物）
、ギャンブル又はアルコール等については認め
ら

れません。

3. 申請方法および期限
上記について申請の必要ありませんが、上記の内容を把握、踏まえて参加してくだ
さい。
【その他】
①新型コロナウイルス感染防止対策にご協力をお願いします。
②選手会出席は、本人 1 名とします。ただし、特別な事情がある場合は、事前にレー
シングオフィスに届け出てください。
③選手会での伝達事項などについてはその内容を公式掲示板（web サイトも含む）に
おいて告知します。
④実行委員会において、日程、種目、参加枠および運営全般に関わる事項の変更が決
定した場合は、その内容を加盟団体、公式掲示板（web サイトも含む）において告
知します。ただし、直近または大会期間中の場合は、公式掲示板、
（web サイトも含
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む）に掲示して告知します。
⑤受付時に、本年度の SAJ 会員証、又は「シクミネット」マイページの資格情報画面を
プリントアウトしたもの、又は「シクミネット」マイページの資格情報画面を必ず提
示してください。
SAJ 会員資格等、
申込み内容に虚偽の記載があることが判明した場合、
出場の取消し、
成績の抹消を行うことがあります。
【ワンポイントレッスンについて】
下記日程に於いて デモンストレーターによるワンポイントレッスンを行います。
「デジエントリー」又は「受付時」にお申込みください。
開催日時
2月4日

2月5日

10：00～12：00

20 人×3 グループ

定員になり次第締め切り

13：30～15：30

20 人×3 グループ

定員になり次第締め切り

13：30～15：30

20 人×3 グループ

定員になり次第締め切り

参加費 ￥3,000

●参加予定の特別招待講師
佐藤譲、粟野利信
●参加予定のデモンストレーター
丸山淳也、津村悠、尾崎隼士
【新型コロナウイルス感染対策について】
「ＳＡＪ技術選手権大会新型コロナウイルス感染対策ガイドライン」に則って大会を
運営します。所定の体調チェックシートを提出していただき開催期間中も毎日体調チェ
ックします。

第 2 回全日本スキー技術選手権大会出場参加の皆さまへ
健康チェックフォーム提出のお願い
第 2 回全日本スキー技術選手権大会およびワンポイントレッスンにおける新型コロナウイルス
感染症対策といたしまして、健康チェックフォームを作成いたしました。大会出場者の皆さまに
は下記 QR コードか URL からアクセスいただき記入して提出してください。
フォーム内に会期 2 週間前からの体温、体調のチェック項目が有ります。
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※ワンポイントレッスンの参加者は 2022 年 1 月 22 日から
第 2 回全日本スキー技術選手権大会の出場選手は 2022 年 1 月 23 日から
それぞれ、体温、体調のチェックを開始してください。最後の項目で送信
のアイコンがあるので必ずクリックしてください。

「新型コロナワクチン接種記録書」または「72 時間以内の PCR 検査または抗原定量検査の陰
性証明」の画像をアップロードする項目がございます。
尚、グーグルフォームにアクセスする際、ログインしなければならない場合がございます。
その際は各自でアカウントを作成し、登録してアクセス頂きますようお願いいたします。
●健康チェックフォームの URL と QR コード
https://forms.gle/JuJB4wMb9iQHSgeL8

●紙で健康チェックに記入する場合の URL

https://masters-ski.iwatake.jp/images/covid2020/healthcheck_new1.pdf
※「新型コロナワクチン接種記録書の事前提出」あるいは「参加 72 時間以内の PCR 検査または
抗原定量検査での陰性証明」のいずれかのコピーを参加者の皆さんに努力義務として提出をお
願いするものです。提出はどちらか一つのみで構いません。

なお、「新型コロナワクチン接種記録書の事前提出」あるいは「参加 72 時間以内の PCR 検査ま
たは抗原定量検査での陰性証明」については無かったとしても、当事業への参加は可能としま
す。しかしながら、本事業は全国各地から参加者が集積して行うものになりますので参加者全
員の安心安全のために是非参加者各位のご協力をお願いいたします。

会期中は毎日参加選手の皆様の検温チェックを実施いたします。検温チェックの方法は以下の
通り実施いたしますので必ず検温チェックを受けてください。
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なおその際に正常な体温の場合はゼッケンに体温正常のシールを貼り、スタート地点で、シー
ルが貼られているかどうか確認しますので必ずゼッケンを着用して来てください。何卒ご協力
の程、宜しくお願い致します。
(検温チェック実施場所と時間)
2 月 4 日（金）9：00～12：00

受付時のホワイトプラザ 2 階レースオフィス

2 月 5 日（土）8：00～ 9：00

ホワイトプラザ 1F 玄関ホールの検温カウンター

2 月 6 日（日）8：00～ 9：00

ホワイトプラザ 1F 玄関ホールの検温カウンター

【追伸事項：実行委員会からのお願い】
より安全で安心な大会の開催するために、皆様に PCR 検査もしくは抗原定量検査の実施を

各自で大会の前にお願いしたいと存じます。もちろん強制するものではありませんし、検
査費用は個人負担となりますが、今回、新型コロナウィルス感染症の拡大する状況下での
大会実施となります。皆様と一緒に大会の成功を目指すべく、我々も万全の体制を整える
ため尽力する所存ですので、何卒、ご協力の程、宜しく御願い申し上げます。なお、実施
していただきました参加者の方には受付時にその検査結果を口頭で確認させていただきま
すのでご承知ください。
※注意事項
【本大会の出場選手の画像や映像等の配信について】
出場選手は、本大会の普及を目的として、大会中の画像や映像を各種媒体（映像媒体、紙
媒体、ＷＥＢ媒体など含む。
）にて配信することができます。他の出場者のプライバシー
を侵害したり、大会運営の妨げとなったり、競技の安全性を確保できない配信は禁止とし
ます。また、他の出場選手等の肖像使用や写り込みについては、自身で当該者の同意を得
てください。
なお、配信においてトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。
【本大会における出場選手の肖像権の取り扱いについて】
本大会に出場される選手の皆様は、大会中の画像や映像が、報道媒体や一般観覧者などの
第三者によって、各種媒体（映像媒体、紙媒体、ＷＥＢ媒体など含む）にて配信される可
能性があることをご承知ください。
配信者に対しては、個人のプライバシー確保に十分配慮することを周知いたしますが、配
信者とトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。
【本大会を観戦される皆様の画像や映像等の配信について】
出場選手の画像や映像等を配信する場合、本大会の普及を目的としてください。
また、個人のプライバシー確保には、十分配慮してください。
なお、配信においてトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。
7

【宿泊の斡旋】
宿泊の斡旋を下記にて行います。白馬岩岳観光協会の指定する宿泊施設にご宿泊をお願い
します。
（こちらの施設に於いては、割引のある協定価格でリフト券をお買い求めいただ
けます。
）
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 12111 白馬岩岳観光協会
TEL 0261-72-2780

FAX 0261-72-4638

ご予約はこちらから https://masters-ski.iwatake.jp/yado
【問合せ先】
白馬岩岳観光協会内 第２回全日本マスターズスキー技術選手権大会実行委員会
〒399-9301

長野県北安曇郡白馬村 12111 ホワイトプラザ内

TEL 0261-72-2780
担当 角田、金井、松沢
メールアドレス:
オフィシャル Web :

info@masters-ski.iwatake.jp
https://masters-ski.iwatake.jp
以上
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