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SAJ公認マスターズポイントレース

2016関東マスターズ野沢大会 兼

2016 SATポイント記録会

主催   南関東ブロック協議会・北関東ブロック協議会

主管    (一 財)東京都スキー連盟

公認    (公 財)全 日本スキー連盟

協力    (株 )野沢温泉 野沢温泉スキークラブ 野沢温泉観光協会

1.会場 。日程

会場 :長野県 野沢温泉スキー場 やまびこAコ ース

本部 :ホ テル 大瀧

〒389-2502長 野県下高井郡野沢温泉村大湯

TEL:0269-85-4000

日程 :  2016年 4月 1日 (金)19:30 受付開始 (於 :野沢温泉スパ リーナ会議場)

20:00 開会式・選手会

4月 2日 (土)9:00 競技開始 (回転 )

4月 3日 (日 )9:00 競技開始 (大回転 )

※表彰式は両 日とも準備出来次第ゴール付近にて行 う。

2.競技方法

(1)本大会に定めたもの以外は、全 日本スキー連盟競技規則最新版による。

(2)大回転は 1本競技 とする。

(3)ス ター ト順はマスターズ女子組、ポイン ト記録会女子組、マスターズ男子組、ポイン ト

記録会男子組の順 とする。マスターズ組はSAJマ スターズポイン トを採用し、各組上

位 5名 を第 1シー ドとして ドロー、以下ポイン ト順、その後無ポイン ト者を ドローする。

記録会出場者は女子組、男子組それぞれ SATポ イン ト順にスター トし、その後無ポイ

ン ト者は ドロー とする。

(4)マスターズ組別 (男女共通)は以下の表による。 (組別はFIS国 際マスターズ規定)

細  男ll 年 齢 生まれた年
冨彗12糸目 85歳 以 上 19804=〕皮1南

自目11糸日 Rn_R4 1931   1932   1933 934  1935
第 10綱 75´‐70 1986   1937   1938 939  1940
第 9細 70～ 74 1941   1942   1943 944  1945
第 8網 6月 -69 1946   1947   1948 949  1950
第 7組 60～ A4 1951   1952  1953 954  1955
箋 6組 55-50 1956   1957   1958 959  1960
第 5組 50-54 1961   1962  1963 964  1965
第 4組 45-49 1966   1967   1968 969  1970
第 3組 40-44 1971   1972  1973 974  1975
第 2組 ■5´ψn9 1976   1977   1978 979  1980
第 1組 30-34 1981   1982  1983 984  1985
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3.参加資格

(1)SAJ公 認 (B級)大会ですので、2016年度 SAJ会 員登録 。SAJマ スターズ競技者

登録済みで、且つ、競技年度の 12月 31日 までに満 30歳以上であること。

(2)ポイン ト記録会は2016年 度 SAT競 技者登録済みで、■つ、競技年度の 12月 31
日で満 16歳以上であること。

(3)健康診断をうけて健康であることが証明された者であること。

(診断書の提出は求めません)

(4)ス ポーツ傷害保険、またはこれに準ずる保険に加入済みの者であること。

4.申 し込み方法

【窓口での場合】

期 間 :2016年 2月 9日 (火)～ 3月 11日 (金)の午後 3時まで

様 式 :本大会所定のもの (コ ピーも可)。

尚、所定欄に署名捺印のないものは受け付けない。

場 所 :(一財)東京都スキー連盟事務局

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-4-15 平河町小池ビル 2F
TEL:03-3262-2491    FAX:03-3264-6540

(体業 日:日 、月、祝祭 日、月曜 日が祝祭 日の翌日。現金取 り扱いは 10時～15時 )

【デジエン トリーでの場合】

期 間 :2016年 2月 8日 (月 )～ 3月 5日 (土 )

※インターネ ット (パ ソコン・携帯)でお申込みの方は、「http:〃dgent.jp/sat/」 ヘ

アクセスしてください。オペ レーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」 へ掛けて

ください。

5.参カロ料  一競技 5, 500円
6.受付人員

両 日とも 250名 程度 とする。但し、申込者が定員を超えた場合は、マスターズ競技者を優先

しSAJポ イン ト上位者より決定する。 SAJマ スターズ無ポイン ト者、あるいは記録会出

場者については、それぞれ抽選で出場する選手を決定する。なお、マスターズの他県連所属

者はこの限 りではない。

注)定員超過により抽選にもれた (出場できない)申込者には、その旨を通知し手数料を

差 し引いて返金 します。

参加申込みに際しては、エン トリー用紙欄外余白に返金先の「金融機関 。本支店名、預金

種 日、日座番号、日座名義」を記載 してください。この記入が無い場合は、エン トリー責

任者、あるいは加盟団体宛に現金書留送付をもつて返金 といたします。

7 宿泊申し込み

各自で申し込んでください。

[問い合わせ先]野沢温泉観光協会  TEL:026985-3155

8.表彰

マスターズ各組 1位～ 6位まで表彰し、賞状を授与する。

ポイン ト記録会の表彰は行わない。

9.そ の他

(1)申 込個人票に本年度のSAJマ スターズ競技者番号を必ず記入 してください。

(2)本大会は、SATポ イン ト大会も兼ねています。 SAT競 技者登録をしている方には、

SATポ イン トが付きます。ポイン ト記録会のSATポ イン トは、女子はマスターズカ

テゴリー C、 男子はマスターズカテゴリーAの競技者 と合算してポイン トを算出します。

(3)競技本部行事の参加に関する注意事項を熟読のこと。

(4)悪天候などやむを得ない理由により競技を中止 した場合、参加料は返却 しない。
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