
1. 主 催 公益財団法人全日本スキー連盟

2. 主 管 秋田県スキー連盟・仙北市スキー連合

3. 公 認 国際スキー連盟・公益財団法人全日本スキー連盟・（公社）全日本学生スキー連盟

4. 後 援 秋田県・仙北市・仙北市教育委員会・田沢湖高原リフト株式会社

5. 期 日 2020年2月11日（火）～12日（水）

6. 会 場 田沢湖スキー場　FIS公認国体コース

7. 競 技 種 目 男女　スーパー大回転

8. 競 技 日 程

時　　刻 種　　目 場　　所

17:00～ 開会式・TCM及びドロー スキーセンターレストラン

9:00～
女子スーパー大回転（SG）
男子スーパー大回転（ＳＧ）

FIS公認国体コース

競技終了後 表彰式 スキーセンターレストラン

9. 競 技 規 則 国際スキー連盟規則最新版による。

10. 参 加 資 格

11. 申 込 方 法 1) 申込締切日 有資格者　2020年2月3日（月）　午後5時必着

2) 申込先　〒014-1201　秋田県仙北市田沢湖生保内字下高野73-2

　　　秋田県田沢湖スキー場

TEL：0187-46-2011　　FAX：0187-46-2775

3) エントリーフォームに必要事項を記入の上、各チーム（大学）ごと一括申込とする。

参加料は、現金書留か銀行振込とする。銀行振込みの場合は、エントリーフォームと

振込書の写しを添付のこと。

4) 参加料　個人一種目につき5,000円を納入のこと。

参加料は、エントリーオーバーを除き返金しない。

銀行振込 秋田銀行　田沢湖支店

普通口座　246464

口座名義　田沢湖スキークラブ　会長　田口晶英

　　　　　　　タザワコスキークラブ　カイチョウ　タグチショウエイ

5) 傷害保険　SAJスキー安全会及びスポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入

していない者は出場を認めない。

12. TCM＆ドロー 競技の前日に行う。各都道府県の代表及び学連・大学の代表は必ず出席のこと。

13. 表 彰 規 定 1) 全日本スキー選手権、FISレースの公式成績表は一本化し、FISポイントを与える。

2) 表彰は、（公社）全日本学生スキー連盟所属選手のみを対象とし各組6位までを表彰する。

3) FISレースとして外国籍（FISライセンス所持者）競技者も出場できるが、表彰対象にはならない。

14. 表 彰 式 表彰式は、各競技終了後、レストラン・レラで行う。

(1) （公社）全日本学生スキー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2020 年1 月1 日満28 歳未満のもの。ただし、OB・OG会員は大学卒業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まわ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 ポイント無所持でSAJ ポイント所持者（下位より）
③　FIS ポイント保持者（下位より）
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出来る。

2月12日（水）

第35回全日本学生アルペンチャンピオン大会
（アルペン競技スピード系）

期　　日

2月11日（火）



15. そ の 他 1) 出場競技者は、必ずアルペン競技者登録を完了していること。

2) 開会式への参加とチームキャプテンミーティングへのチーム代表の出席を義務付ける。

チームキャプテンミーティングを欠席の場合は、大会に出場できない。また、チーム代表

が出席できない場合は、選手が出場することを大会事務局に連絡すること。

3) 所定の手続きに不備があるときは、出場を認めないので、十分注意のこと。



 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 35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 返金先金融機関名          番号 

 

 男 子 女 子 参加人数（計） 

2/12(SG) 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。 
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