
 

 

公益社団法人 	 全日本学生スキー連盟 	  	 

教 	 育 	 本 	 部 	 

平成３１年１月７日改訂 	 

 	 

第３３回 	 全日本学生スキー技術選手権大会 	 

（兼第５６回全日本スキー技術選手権大会 	 選手選考会） 	 

 	 

開 	 催 	 要 	 項 	 
 	 
 	 
 	 
１．�主 	  	 催 	  	 公益社団法人全日本学生スキー連盟 	 
 	 
２．�協 	  	 力 	  	 白馬岩岳スキースクール 	 
 	 
３．�援 	  	 後 	  	 白馬観光開発株式会社、白馬岩岳観光協会 	 
 	 
４．�会 	  	 場 	  	 白馬岩岳スノーフィールド 	 
 	 
５．�本部宿舎 	  	 〒339999--99330011 	 長野県北安曇郡白馬村北城１０９２０ 	 

インナービレッジミヤマ 	 
ＴＥＬ 	 ０２６１−７２−２０７０ 	 

 	 
６．�開催日程 	  	 平成３１年２月２日((土))〜２月３日（日） 	 
 	 
７．�参加資格 	  	 ① 	 本年度全日本学生スキー連盟に加盟している大学及び学連スキークラブの選手と

する 	 
② 	 ＳＡＪ１級を２月１日迄に取得していること 
③当該ＳＡＪ年度４月１日をもって満１８歳以上、大学院生は満２８歳以下 
④上記①に該当しない選手はオープン参加として出場することができる 	 
⑤ 	 全日本スキー技術選手権大会への出場者は、本連盟からＳＡＪ会員登録を完了し
ている選手から選考する 	 
⑥ 	 参加選手は、傷害保険に加入していること 	 
※ 	 ②申込期限迄に１級合格していない場合、２月１日迄に取得し当日合格証を受付
時に提出すること 	 

※ 	 競技中の傷害事故については、初期対応のみを主催者側で行うが、その後の責任
は一切負わない 	 
 	 

 	 
８．�岩岳学生大会出場者及び学連スキークラブ登録会員について 	 
 	 

岩岳学生大会の出場者で下記前年度成績基準を満たした選手は、「学連スキークラブ」に

会員登録をすることによって、全日本学生スキー技術選手権大会に正式エントリーできる

こととする 	 

① 	 前年度の男子決勝８０位以内、女子決勝４０位以内 	 

② 	 前年度の男子新人戦１０位以内、女子新人戦５位以内 	 
③ 	 個人で活動している学生スキーヤーで岩岳学生大会に出場していない選手は「学
連スキークラブ」登録によってエントリー可能とする 	 

※ 	 同クラブの規約、登録方法は学連ウェブサイトをご参照ください 	 
※ 	 なお、体育会スキー部として学連登録をしている選手は、登録大学スキー部から
エントリーください 	 
 	 

 	 
９．�競技日程 	  	 ２月２日((土)) 	 ０９：００ 	 〜 	 現地受付（岩岳ホワイトプラザ） 	 

０９：３０ 	 〜 	 開会式 	 
１１：００ 	 ～ 	 競技開始（３種目予定） 	 

２月３日((日)) 	 ０９：３０ 	 ～ 	 競技開始（３種目予定） 	 
 	  	  	  	  	 １５：００ 	 ～ 	 閉会式 	 ((岩岳ホワイトプラザ)) 	 

※ 	 閉会式終了後、代表選手は全日本スキー技術選手権申込手続きを行う 	 
 	 

 	 



 

 

１０．�競技種目 	  	 ２月２日（土） 	 １，総合滑降マテリアル規制 	 ２，大回り 	 ３，小回り 	 
 	 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	 ２月３日（日） 	 ４，総合滑降 	 ５，小回り 	 ６，小回り不整地 	 

 	 
※ 	 競技種目は第５６回全日本スキー技術選手権の大会要網が公表された後、それ
に準じた上で後日発表する 	 

※ 	 計６種目、各種目五審五採用の１名１００点満点×係数０..２＋５名の合計１
００点満点、少数１桁表示の全日本新ルールを採用して順位を決定する 	 

※ 	 天候、コースの状況等により種目、競技順等を変更する場合もある 	 
※ 	 各種目の競技規則は全日本スキー技術選手権に準ずる 	 

 	 

１１．�表 	  	 彰 	  	 男子個人総合１〜６位、女子個人総合１〜３位まで 	 

 	 
１２．�申込方法 	 
 	 
【申込手順】 	 

① ア，学連ウェブサイトから教育本部行事申込書をダウンロードし、必要事項を記入する 	 
② ＳＡＪ会員登録証・学生証の写し、郵便振込票兼受領書（JJPPGG等の画像ファイルで可）を申込書の

所定欄に貼付する 	 
③ イ，ＳＡＪ級別テスト１級合格証（もしくはプライズテスト合格証）の画像ファイルを添付 	 
④ 上記、アとイの２点を全日本学生スキー連盟事務局までメールにて送付する 	 
⑤ 事務局より受信受付完了のメールを返信します、しばらくしてもメール返信がない場合は、電話に

て学連事務局までご確認ください 	 
 	  	 ※ 	 教育本部行事申込書は学連ウェブサイトにアップロードされています 	 
 	  	 ※ 	 申込時に１級を所持していないものはその旨記載し、当日受付時に合格証のコピーを提出する 	 
 	 

 	 
【申込先】 	  	 公益社団法人 	 全日本学生スキー連盟 	 

〒１６１−０００１ 	 
東京都中野区中野３−３２−６ 	 青南ハイツ１０５号 	  	 
ＴＥＬ 	  	 ０３−３３８４−７９１３ 	 
ＭＡＩＬ 	 office@isj.gr.jp 	 
 	 

【参加料】 	  	  	 ８，０００円 	 
 	 

【締切日】 	  	  	 平成３１年１月２５日((金))必着 	 
 	 

【郵便振込口座番号】 	  	 ００１８０--７--６６５２０４ 	 
加入者名 	 全日本学生スキー連盟 	 
 	 

※ 	 払込取扱票の通信欄には、大会名、大学名、所属クラブ及び選手名などを明記
する 	 

※ 	 納入した参加料は、事由の如何に関わらず返金しないものとする 	 
 	 
 	 
１３．�宿 	  	 泊 	  	 各大学、各チーム毎に宿泊予約を行うこと 	 

またリフト券は、各自スキー場チケットセンターで購入すること 	 
 	 

白馬岩岳観光協会 	 
ＴＥＬ 	 ０２６１−７２−２７８０ 	 

 	 
 	 
１４．�選考人数 	 総合成績上位から特別推薦内定者を含む男子１０名、女子７名の計１７名を

全日本スキー技術選手権大会の学連出場者とする 	 
尚、特別推薦枠による選手は今大会の成績如何に関わらず選手として選考さ
れる 	 
男女とも、補欠１名を加える 	 
結果、男女１７名、男女補欠２名の計１９名を選出する 	 

 	 
１５．�強化合宿 	  	  	 平成３１年３月４日、５日（白馬八方尾根スキー場） 	 

選考選手は、事前の強化合宿へ原則参加すること 	 
 	 
※ 	 その他、予選事前合宿、別日程強化合宿等は決定次第、学連ウェブサイトにて
告知する 	 


