
一般 財 団法人東京都 スキー連 盟公認 (ポ イ ン ト競技会 )
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1ヽ11 11l f第 ■9回 野 辺 山 CUPス キ ー 競 技 会 要 項

主 催 :野 辺 山ス キー クラブ

主  管 :北 志賀 ス キァ ス クール

後 援 :一 般財 団法 人東京都 スキー連盟 、Mt.KOSHA北 志賀 よませ温 泉 スキー場

よませ 温泉旅館組 合 、東京都 中学校 体育連盟 スキー部 、小賀坂 ス キー販 売株 式会社

株 式会社 ボ ス コスポル ト、ス キー フ アク トリー・ グ レー シャー

エ ランジャパ ン株 式会社 、ヘ ッ ドジャパ ン、チー ム フォ ン (TEAM VON)
(1頂 不 同 )

1.会 場 。日程等

2016年 (平 成 28年 )3月 11日 (金 )

20:00～ 20:30 開会式、キャプテ ン会議 、 SLゼ ッケ ン配布

本部宿舎 :ホ テル明幸 に於いて

2015年 3月 12日 (土 )― 回転競 技 _ 2015年 3月 13日 (日 ) _大 回 転 競 技

8:00～  リフ ト運行 開始 (予 定 )

8:15～ 8145 コー スイ ンスペ クシ ヨン

9:00～  競技開始

競技終了後  SL表 彰式 (ゴ ール付近 )

8:00～  リフ ト運行 開始 (予定 )

8:15～ 8:45 コースイ ンスペ クシ ョン

9:00～  競技開始

競技終了後 GSL表 彰式

ゴール付近 に於 いて17:00～ GSL選 手会・ GSLゼ ッケン配布

本部宿舎 :ホ テル明幸に於 いて

4.

*競 技 会 の タイ ムスケ ジュール は天候・ コー ス状況等 に よ り、前 日の キャプテ ン会議 (選 手会 )

で決定 され ます。 公式掲示板・ 放送 等 に よ り連絡致 します。

本部宿舎 :ホ テル 明幸 〒 381-0405 長 野県下高井郡 山 ノ内町夜 間瀬 7078
電 話 :0269-33-1171

競 技 及 び 競 技 方 法

①競技種 目は 12日 (上 )回 転競技、 13日 (日 )大 回転競技 とし、組別 は男女別 とす る。

②全 日本スキー連盟競技規則最新版 に準 じて実施す るが、本大会の為の特別ルール を定める場合がある。

③スター ト順は女子・男子のゼ ッケン順 とす る。

回転競技は 2回 の合計タイムで順位 を決定す る。 2回 日は 1回 目のタイム等により出場制限す る。

大回転競技は 1回 限 りで順位 を決定す る。

参加資格
一般財団法人東京都スキー連盟 2016年 度・競技者登録が完了 している、2003年 12月 31日 以前に生まれた

男女。但 し、傷害保険に既加入の者。尚、未成年者 は保護者 の本要項に基づ く参加承諾 を得ている者 に

限 る。

エ ン トリー料  1種 目につ き 5, 000円
参加者     種 目別 男女合計 350名 程度  (但 し、大会会長推薦枠 有 )

*先 着順 と し定員 にな り次第締切 りさせ ていた だ きます。

申込方法 等  (問 い合 わせ 先 )

別紙エ ン トリー フォー ム (ク ラブ別一括 申込書 )に 必要事項 を記 入 の上 、下記住所 に平成 27年 11月
1日 (日 )～ 12月 6日 (日 )迄 にエ ン トリー料 を添 えて現金 書 留 にて郵送 、また は電話連絡 の上 ご持 参

くだ さい。 *現 金書留 の控 えは必ず保 管 して くだ さい。

〒 183-0034 東京都府 中市住 吉 町 1-29-1 イ チ フク ビル 1階

グ レー シ ャー 内 野辺 山カ ップ競技会係

電話 042-334-6888

(裏面へ)

2.

3.

5.



(表面より)

i:等
.

6.その他                   ぁる場合は、当クラブのホームページに201:撃 :月①積雪不足等の不可抗力で競技会 中止の可能性が

8日 (火 )午後 1時 に状況等 をお知 らせ しますので、ご確認 をお願い します。

② SATポ イン トの無い選手は、エ ン トリー フォーム (ク ラブ別一括 申込書)に 男女別 クラブ内ランキ

ング (中 体連・ 高体連に関 しては各校男女別 ランキング)を 記入 して くだ さい。

なお、記載等に不備がある場合 、スター ト順が不利 になる場合等があ ります。

③練習及び大会 中の事故・事件等 に関 して、主催者 は地元スキーパ トロールによる応急対応 のみ とし、

一切の責は負わないもの とす る。

④ スター ト時には、クラッシュ・ヘルメッ トの着用が必要です。

⑤競技種 目毎、男女別に 1位 ～ 6位 に表彰状を授与 します。

また、男女別・ カテゴ リー別 (下 記の とお り)に 集計 して、 1位 ～ 3位 に記念品を進呈 します。

【カテ ゴリー】 U(ア ンダー)-14(2002年 2003年 生 )、 U-16(2000年 2001年 生)、

U-18(1998年 1999年 生)、 U-21(1995年 ～ 1997年 生)、 U-30(1986年 ～ 1994年 生 )、

30代 以降  (1985年 生以前)は SAJマ スターズ国内組別ルールによるカテ ゴリー毎 (Al～ A6、
B7～ B12、 Cl～ C12)と す る。

⑥参加 申込に際 して、本要項等を確認 していただき、エン トリーフォーム (ク ラブ別一括 申込書)に 競

技者及び申込責任者の必要事項の記入が必要 とな ります。なお、未成年者は申込責任者 にはなれ ませ

んのでご注意 くだ さい。

⑦地元パ トロールか らの要望で、万一の為、保険証の持参が望ま しい。

③ゼ ッケンは回収 しますのでご協力をお願い します。

⑨ゼ ッケン及びスター トリス トはキャプテ ン会議 (選 手会)で配布 します。

⑩用具等 に関 しては、一般財団法人東京都 スキー連盟ホームページ (http://www,sat,Or.jp/kyougi/sa
nka chuuijiko.html)の 「競技会の注意事項 (ア ルペ ン種 目)」 を参照 して くだ さい。

①本競技会にかかる個人情報等は、 リザル ト・画像等を当スキー クラブホームページ・ スキー専門誌等

での公開 。お問合せ 。ご案内等にご使用 させていただ く場合があ ります。なお、エ ン トリーをもつて、

上記取扱いにご同意いただいたもの とさせていただきます。

⑫ グレー シャーCUPtt H回 よませスキー競技会 と同時にエ ン トリー され る場合は、同一の現金書留で も

申込みを受付いた しますが、 「よませ スキー競技会係宛」の記載 も合わせてお願い します。

⑬天災 (積 雪不足)等 の不可抗力で、会期前に競技会中止の場合はエン トリー料か ら経費を差引いて返

金いた します。但 し、申込後の不参加 に対 しては返金いた しません。

“野辺 山スキー クラブ"ホ ー ムページ・問い合 わせ メール ア ドレス

http.//ww¬ r.nobeyama‐ ski¨ cluboserver‐ shared.com
e― mail:nobeyamttskl club@yahoooco.jp

**************************************************

よませ温泉旅館組合様か ら、副賞が提供 されます。 (詳細は 当日発表) _

**************************************************

《《《第 19回野辺山 CUPス キー競技会出場選手の皆様へ》》》

スキーファクトリー 0グ レーシャーよりのお知らせです。

第 19回野辺山 CUPス キー競技会のスター トリス トにお名前がある選手に対し

て、スキーチューンUP料金を50%OFFさ せていただきます。

(店頭にてお申込みください。 2016年 8月 末日まで)

“スキーファクトリー・グレーシャー"ホームページ

http://www5c.biglobe.ne.jp/～ glacier/

**************************************************


