
1. 主 催 （公社）全日本学生スキー連盟

2. 主 管 株式会社御嶽リゾート・御岳スキークラブ

3. 公 認 国際スキー連盟・（公財）全日本スキー連盟

4. 後 援 王滝村・王滝村教育委員会

（公財）長野県スキー連盟・王滝観光総合事務所

5. 期 日 2016年1月5日（金）～9日（月）

6. 開 催 地 長野県王滝村　おんたけ2240  FIS公認コース

7. 競技種目 男女　アルペンコンバインド（AC）・　スーパー大回転（SG）・回転（SL）

8. 競技日程

時　　刻 種　　目 場　　所

10:00 コースオープン 三笠ウイング・パラダイスFIS公認コース

16:00 開会式・TCM及びドロー ロッヂ三笠

9:00 男女スーパー大回転（SG） 三笠ウイング・パラダイスFIS公認コース

17:00 TCM及びドロー ロッヂ三笠

9:00 男女アルペンコンビ（AC） 三笠ウイング・パラダイスFIS公認コース

17:00 TCM及びドロー ロッヂ三笠

9:00 男女回転（SL） 三笠ウイングFIS公認コース

17:00 TCM及びドロー ロッヂ三笠

9:00 男女回転（SL） 三笠ウイングFIS公認コース

※ 代表者はチームキャプテンミーティングへの参加を義務付ける。

※ 事情がある場合は、必ず代理人を選定し連絡事項の伝達徹底を図ること。

9. 表彰 総合表彰1位～6位（1位から6位まで表彰状、1位から3位までメダル授与）

10. 競技方法 FIS競技規則の最新版を適用する

11. 出場資格

（1） 本連盟加盟のスキー部及びOB・OG会所属であり、SAJ会員登録並びにFIS競技者登録をした

者で2017年1月1日満28歳未満の者。ただし、OB・OG会員は卒業1年未満の者。

（2） 参加上限は1レース140名。上限超過時は以下の順に上限を下回るまで調整対象者とし

返金を行う。

評価にはそれぞれ対象種目ポイントを用いる。

①　FIS/SAJ両ポイント無保持者（無作為抽出）

②　FISポイント無保持でSAJポイント保持者（下位より）

③　FISポイント保持者（下位より）

調整結果は12月26日からおんたけ2240HPにて告知する。

上限を下回った場合はFIS（UNI）ルールに基づき、主催者は参加者の追加を行うことができる。

（3） 参加選手は、必ず傷害保険に加入していること。

尚、競技中の傷害事故については応急手当のみ主催者側で行い、その後の責任は一切負わ

ない。

12. 申込方法

（1） 指定されたエントリー（申込書）を使用し、男女別に分けて正確に記入すること。

（2） チーム代表者は、出場選手名簿をチーム表にまとめて作成し、エントリー表と一緒に郵送する。

（3） 参加料は1レース1名5,000円とする。（振込手数料は本人負担）

（4） 参加料は振込用紙を使用し、チーム表に振込人控えのコピーを必ず貼付すること。

振込先 木曽農協　王滝支所　　普通　０００４１８３

口座名 株式会社御嶽リゾート　代表取締役　一ノ本　達己

※ 振込の取り扱いは上記のみとし、振込人控え（明細書）をもって領収書に代える。

※ 振込用紙には必ず大学名も記入すること。

（5） エントリー締切日　2016年12月26日（月）必着。遅延は例外なく不可とする。

（6） 天候状況等により競技がキャンセルされた場合やエントリー取消し、ミスエントリー等いかなる

理由であっても参加料は返還しない。

（7） 申込書の送付先は裏面「全日本学生アルペンチャンピオン大会高速系事務局」宛とする。

1/9（月）　

1/5（木）　

1/8（日）　

FIS（UNI）第32回全日本学生アルペンチャンピオン大会　高速系　開催要項
　All　Japan　Intercoｌlegiate　Alpine　Championshipｓ

期　　日

1/6（金）

1/7（土）



13. 宿泊 宿泊希望者は各宿へそれぞれ直接申し込むこと。

　問合せ先：王滝観光総合事務所　　TEL：0264-48-2257

14. その他

大会事務局（申込受付）は、次の通りとする。

〒397-0201　長野県木曽郡王滝村3162

御岳スキー学校内

全日本学生アルペンチャンピオン大会高速系事務局

　TEL：0264-24-0014・0264-48-2240

　FAX：0264-48-1002

＜今大会にエントリー頂く皆様へ＞

競技運営のため、SAJ/FISコード、氏名、所属団体、代表者連絡先等を収集させていただきます。

このうち氏名、所属、SAJ/FISコードは公式結果など公表文書、FIS/SAJポイント集計、報道発表に

使用いたします。

連絡先住所等は、2017年1月まで保存させていただきますが、大会運営業務または事故時など

緊急時以外に使用することはございません。



 ENTRY FORM 
エントリーフォーム 

Competition (Name/Category) 
競技会（名称／カテゴリー）  /  

National Association 
所属県連名／所属  /  

   
COMPETITORS 

競技選手 
L M 

Discipline 
種 目     

Code 
選手コード 

Surname First Name 
氏 名  

 
    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  
OFFICIALS 

同行役員等 
 

Address 連絡先住所 Function 
職 分 

Name 
氏 名 

Racedate
競技日YB

生年

Telephone 電話番号 
 Team Captain 

チームキャプテン  
 

 
  

 

 
  

 

 Lodging 
宿 舎 名  

 
   

 Responsible for entry 
エントリー責任者  

 

Date 
記入日  

Arrival 
到着日  

Departure 
出発日  

 
競技選手の生年は西暦の下２桁を記入してください。



FIS(UNI)  

第 32回全日本学生アルペンチャンピオンスキー大会（チーム表） 

大学名 

チーム代表者氏名 

代表者住所 

連絡先（電話番号） 

携帯電話番号 

Email Address 

宿泊先                   電話番号 

Entry over 返金口座番号 

 

 男 子 女 子 参加人数（計） 

1/6 名 名 名 

1/7 名 名 名 

1/8 名 名 名 

1/9 名 名 名 

 名 名 名 

計 名 名 名 

合計金額 円 円 円 

 

（ここに振込み用紙の振込人控のコピーを貼付してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の該当する欄は、必ず記入してください。 



 


	topmostSubform[0]: COSString{}
	COMPETITION[0]: 
	COMPNAME[0]: All Japan Intercollegiate Alpen Champion Ships(JPN)
	CATEGORY[0]: [UNI]
	NA[0]: 学連
	CLUB[0]: （大学名）
	SEX[0]: Off
	DISC[0]: [SG]
	DISC[1]: [AC]
	DISC[2]: [SL]
	DISC[3]: [SL]
	RACEDATE[0]: 1/6
	RACEDATE[1]: 1/7
	RACEDATE[2]: 1/8
	RACEDATE[3]: 1/9
	CODE[0]: 
	CODE[1]: 
	CODE[2]: 
	CODE[3]: 
	CODE[4]: 
	CODE[5]: 
	CODE[6]: 
	CODE[7]: 
	CODE[8]: 
	CODE[9]: 
	RNAME[0]: 
	RNAME[1]: 
	RNAME[2]: 
	RNAME[3]: 
	RNAME[4]: 
	RNAME[5]: 
	RNAME[6]: 
	RNAME[7]: 
	RNAME[8]: 
	RNAME[9]: 
	YB[0]: 
	YB[1]: 
	YB[2]: 
	YB[3]: 
	YB[4]: 
	YB[5]: 
	YB[6]: 
	YB[7]: 
	YB[8]: 
	YB[9]: 
	CB[0]: Off
	CB[1]: Off
	CB[2]: Off
	CB[3]: Off
	CB[4]: Off
	CB[5]: Off
	CB[6]: Off
	CB[7]: Off
	CB[8]: Off
	CB[9]: Off
	CB[10]: Off
	CB[11]: Off
	CB[12]: Off
	CB[13]: Off
	CB[14]: Off
	CB[15]: Off
	CB[16]: Off
	CB[17]: Off
	CB[18]: Off
	CB[19]: Off
	CB[20]: Off
	CB[21]: Off
	CB[22]: Off
	CB[23]: Off
	CB[24]: Off
	CB[25]: Off
	CB[26]: Off
	CB[27]: Off
	CB[28]: Off
	CB[29]: Off
	CB[30]: Off
	CB[31]: Off
	CB[32]: Off
	CB[33]: Off
	CB[34]: Off
	CB[35]: Off
	CB[36]: Off
	CB[37]: Off
	CB[38]: Off
	CB[39]: Off
	ONAME[0]: 
	ONAME[1]: 
	ONAME[2]: 
	ONAME[3]: 
	ONAME[4]: 
	FUNC[0]: 
	FUNC[1]: 
	ADDRESS[0]: 
	ADDRESS[1]: 
	ADDRESS[2]: 
	ADDRESS[3]: 
	ADDRESS[4]: 
	TEL[0]: 
	TEL[1]: 
	TEL[2]: 
	TEL[3]: 
	TEL[4]: 
	WriteDate[0]: 
	Arrival[0]: 
	Departure[0]: 




