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2020/2021 競技種目別許可基準 

＜全種目共通事項＞ 

*遠征期間中の海外旅行傷害保険に必ず加入すること。 

*渡航に入国許可証が必要な諸国への手続き（ビザ、もしくはビザ免除プログラムなど。例：中国

ビザ、ロシアビザ、アメリカ ESTA、カナダ eTA、その他）は各個人の責任において行うこと。 

（ビザ招聘状に関しては各種目の表を参照） 

*急遽 14 日を切って試合の開催が決定した場合、5 日前まで受け付けることとする。申請書提出の

際にはその旨申し出ること。 

*大会参戦時には必ず 20 歳以上の引率責任者を必要とする。（引率責任者は申請書によって推薦さ

れる加盟団体が認めた者（現地での引受者も含む）に限り、申請選手と同一大会に出場する他の選

手が兼務することはできない。） 

*大会クォータをオーバーした場合は、次のエントリー優先 順位とする。 

1. 2020/2021シーズンSAJ遠征派遣メンバー 

2. 2020/2021シーズンSAJ強化指定選手（優先順位S>A>U>国内指定） 

3. 最新 FIS ポイントランキング順  

 

ジャンプ 

申請が必要な大会カテゴリー FIS、FIS Cup、COC 

ポイント／ランキング基準 SAJ 国内ポイントを獲得している者 

その他の条件 

【引率責任者】 

1 名以上の SAJ が認めたコーチが帯同しなくてはならない。 

【エントリー】 

1．大会参加申請にあたってはセクレタリーが窓口となる。 

2．許可された大会へのエントリー及びキャンセル、ビザ招聘状の

手配含む、ビザ発給にかかわるすべては各個人の責任で行うこと 

【その他】 

 遠征期間中において一切の責任を各自が負う誓約書の提出を

すること 

※誓約書は任意書式、未成年の場合は親の承諾書も提出必要 

 遠征終了後に報告書を Division 担当理事へ提出すること 

 特別なケースの場合は Division 担当理事の判断とする 

 クォータオーバーした場合は、SAJ 国内ポイント獲得上位の選

手を優先とする 

※ジュニア、ユース大会への参加については別途 SAJ で協議する。 

申請書の提出期限 大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 

 

クロスカントリー 

申請が必要な大会カテゴリー FIS、NC、COC 

ポイント／ランキング基準 設定なし 

その他の条件 
各カテゴリーのエントリー及びキャンセル、ビザ招聘状の手配含

む、ビザ発給にかかわるすべては、原則各個人の責任において行う。 

申請書の提出期限 大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。（FEC 含む） 

 

 



2020/2021 シーズン 

 

アルペン 

申請が必要な大会カテゴリー 申請不可の大会カテゴリー以外に該当するもの 

申請不可の大会カテゴリー WSC、WC、WJC、EC 

ポイント／ランキング基準 

【申請基準】 

1. COC 及びその他申請不可の大会カテゴリー以外に該当するもの 

 基準なし  

2. COC 

(1)NAC(ノースアメリカンカップ)  

最新 FIS ポイント 140 点以内 

(2)SAC（サウスアメリカンカップ） 

最新 FIS ポイント SL・GS 160 点以内、DH・SG・SC 180 点以

内 

(3)ANC（オーストラリア・ニュージーランドカップ） 

最新 FIS ポイント SL・GS 160 点以内、DH･SG･SC 180 点以内 

(4)FEC（ファーイーストカップ） 

FIS ポイントを有していること 

【COC 種目毎参加基準】 

COC 各大会にエントリーする場合は、下記の通り、上記の基準を

クリアしていること： 

◎SL・GS にエントリーする場合 

DH･SG･GS･SL のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎DH にエントリーする場合 

DH・SG のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎SG にエントリーする場合 

DH・SG・GS のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎SC（DH で行う場合）にエントリーする場合 

DH・SG のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎SC（SG で行う場合）にエントリーする場合 

DH・SG・GS のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

その他の条件 

【SAJ が対応する内容】 

• エントリー 

【選手が責任を持って対応・手配する内容】 

• 現地でのエントリー確認（現地大会事務局において行う） 

• エントリー費用の支払い 

• 大会ミーティング参加 

• ビブの取得 

• エントリーした大会に出場しない場合の現地大会事務局への

連絡 

• 現地宿泊手配・現地までの渡航手配（ビザ招聘状の手配等、ビ

ザ手配に係るすべてを含む） 

【エントリーしたレースがキャンセルとなった場合について】 

エントリーしたレースがキャンセルとなった場合について エント

リーを終了した参加予定レースが自然環境等の理由によりキャン

セルになった場合のみ、同 時期（前後 1 週間程度）に開催される

他レースへのエントリー申込みに限り認める。 

申請は、大会期日の 5 日前までに所属の加盟団体を通じて SAJ 事

務局に送付のこと。 

*大会主催者がエントリーを受け付けた場合に限る。 

*年末年始等、本連盟の休日は対応できません。 

【参加許可】 
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参加希望選手数がクォータをオーバーした場合は、上記、許可優先 

基準に従って出場選手を決定する。本連盟ホームページ（ライブラ

リー）に参加を許可した申請内容一覧を掲載するので、各自で確認

すること。 

※申請内容一覧は随時更新する。 

申請書の提出期限 大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 

 

フリースタイル（モーグル） 

申請が必要な大会カテゴリー FIS、NC、COC 

ポイント/ランキング基準 

A. 最新FISポイントランキング、日本選手男子30位、女子20位以

内。 

B. 2019/2020シーズン全日本選手権大会MO・DM種目予選通過者

（全日本選手権がキャンセルになった場合は、別途選考大会を設

ける） 

但し、大会クォータをオーバーした場合は、次のエントリー優先 順

位とする。 

*20-21 シーズンの救済処置として、以下を定める。 

 

上記資格 A または B を満たさない選手は、加盟団体の推薦により

参加を認める場合がある。（任意書式で推薦書を添付すること） 

その他の条件 

【エントリー】 

各カテゴリーのエントリーおよびキャンセル、ビザ招聘状の手配

を含む、ビザ発給にかかわるすべては原則各個人の責任において

行うが、大会組織委員会がナショナルエントリーを求めた場合は、

「海外 FIS 大会参加許可申請書の提出先」までメールにて必ず連

絡をすること。 

 

【その他】 

海外在住の選手で、日本で開催する選考会及び全日本選手権大会

に出場できない選手については、加盟団体の推薦により参加を認

める場合がある。 

申請書の提出期限 

大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 

ただし OC が設定するエントリー締切日が 2 週間以前の日程の場

合、その OC の締切期日の 1 週間前までに SAJ 必着とする。OC が

締切期日後においてもエントリーを受け付ける場合は、上記 2 週

間前までに準ずる。 

 

フリースタイル（エアリアル） 

申請が必要な大会カテゴリー FIS、NC、COC 

ポイント/ランキング基準 基準なし 

その他の条件 

各カテゴリーのエントリーおよびキャンセル、招聘状の手配を含

む、ビザ発給にかかわるすべては原則各個人の責任において行う。

大会組織委員会がナショナルエントリーを求めた場合は、「海外

FIS 大会参加許可申請書の提出先」までメールにて必ず連絡をする

こと。 

申請書の提出期限 大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 
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フリースタイル（ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエア） 

申請が必要な大会カテゴリー 申請不可の大会カテゴリー以外に該当するもの 

申請不可の大会カテゴリー WSC、WC、WJC 

ポイント/ランキング基準 設定なし。（FIS ルールに準ずる） 

その他の条件 

【エントリー】 

COC については、SAJ 担当者がナショナルエントリーを行う。FIS、

NC を含むその他のカテゴリーについては原則各個人の責任にお

いて行う。但し、クォータがオーバーした場合と大会組織委員会

がナショナルエントリーを求めた場合は、SAJ 担当者が行う。そ

の場合「海外 FIS 大会参加許可申請書の提出先」までメールにて

必ず連絡をすること。 

選手並びに引率責任者の携帯番号、メールアドレスは、SAJ 及び

現地大会組織委員会からの（添付ファイル付きの）メールが受け

取り可能で、迅速に滞りなく連絡の取れるものであること。 

また、大会組織委員会が個別の Web エントリーを求める場合は、

（クォータオーバーの場合は SAJ によるクォータ審査終了後、）各

個人の責任において直接エントリーを行うこととする。 

【現地出場手続き】 

現地への渡航（ビザ及びビザ招聘状の手配含む）、エントリー費用

の支払い、大会ミーティング参加、ビブの取得等の現地出場手続

きについては各個人の責任において行うこと。参加キャンセルに

ついては、各個人の責任において直接大会事務局へ連絡すること。

【参加許可】 

「参加許可＝出場枠（クォータ）の保証」ではない。クォータオ

ーバーにより参加不可となる場合は、SAJ より選手または引率責

任者へ通知する。 

申請書の提出期限 

大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 

ただし OC が設定するエントリー締切日が 2 週間以前の日程の場

合、その OC の締切期日の 1 週間前までに SAJ 必着とする。OC が

締切期日後においてもエントリーを受け付ける場合は、上記 2 週

間前までに準ずる。 

 

 

フリースタイル（スキークロス） 

申請が必要な大会カテゴリー 申請不可の大会カテゴリー以外に該当するもの 

申請不可の大会カテゴリー WSC、WC、WJC 

ポイント/ランキング基準 設定なし。（FIS ルールに準ずる） 

その他の条件 【エントリー】 

申請された各大会については、SAJ 担当者がナショナルエントリー

を行う。また参加キャンセルの場合は迅速に SAJ 担当者へ理由を添

えて連絡すること。 

【ビザ招聘状について】 

ビザ取得が必要な大会については、SAJ 担当者は大会組織委員会か

らビザ招聘状を取り付けるまでを行なう。但しその後のビザ取得手

続きは各自の責任において行なうこと。 

また、大会組織委員会が個別の Web エントリーを求める場合は、

（クォータオーバーの場合は SAJ によるクォータ審査終了後、）各

個人の責任において直接エントリーを行うこととする。 
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選手並びに引率責任者の携帯番号、メールアドレスは、SAJ 及び現

地大会組織委員会からの（添付ファイル付きの）メールが受け取り

可能で、迅速に滞りなく連絡の取れるものであること。 

【現地出場手続き】 

現地への渡航、エントリー費用の支払い、大会ミーティング参加、

ビブの取得などの現地出場手続きについては各個人の責任におい

て行うこと。 

【参加許可】 

「参加許可＝出場枠（クォータ）の保証」ではない。クォータオー

バーにより参加不可となる場合は、SAJ より選手または引率責任者

へ通知する。 

 

申請書の提出期限 

大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 

ただし OC が設定するエントリー締切日が 2 週間以前の日程の場

合、その OC の締切期日の 1 週間前までに SAJ 必着とする。OC が

締切期日後においてもエントリーを受け付ける場合は、上記 2 週間

前までに準ずる。 

 

スノーボード 

（アルペン、クロス、ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエア） 

申請が必要な大会カテゴリー 申請不可の大会カテゴリー以外に該当するもの 

申請不可の大会カテゴリー WSC、WC、WJC 

ポイント／ランキング基準 設定なし。（FIS ルールに準ずる） 

その他の条件 

【海外渡航時】 

海外渡航時（大会会場への移動）18 歳未満の選手には 20 歳以

上の者が同行することが望ましい。ただし未成年者の海外渡航

に関しては各国の渡航先における年齢諸条件を理解しその対応

を含め保護者が申請書の誓約をもって監督責任を持つものとす

る。 

【ビザ招聘状について】 

ビザ取得が必要な大会については、SAJ 担当者は大会組織委員

会からビザ招聘状を取り付けるまでを行なう。但しその後のビ

ザ取得手続きは各自の責任において行なうこと。 

【エントリー】 

申請された各大会については、SAJ 担当者がナショナルエント

リーを行う。ナショナルエントリーとは国単位のエントリーの

ことであり、後述する Web エントリーのケース以外、各個人が

個別に大会組織委員会へエントリー手続きを行うことはできな

い。また参加キャンセルの場合は迅速に SAJ 担当者へ理由を添

えて連絡すること。 

また、大会組織委員会が個別のWeb エントリーを求める場合は、

（クォータオーバーの場合は SAJ によるクォータ審査終了後、）

各個人の責任において直接エントリーを行うこととする。 

選手並びに引率責任者の携帯番号、メールアドレスは、SAJ 及

び現地大会組織委員会からの（添付ファイル付きの）メールが

受け取り可能で、迅速に滞りなく連絡の取れるものであること。 

【現地出場手続き】 

現地への渡航、エントリー費用の支払い、大会ミーティング参

加、ビブの取得等の現地出場手続きについては各個人の責任に

おいて行うこと。 
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【参加許可】 

「参加許可＝出場枠（クォータ）の保証」ではない。クォータ

オーバーにより参加不可となる場合は、SAJ より選手または引

率責任者へ通知する。 

申請書の提出期限 

大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。NAC（Nor-Am Cup）は

35 日前までに SAJ 必着とする。 

ただし OC が設定するエントリー締切日が 2 週間以前の日程の

場合、その OC の締切期日の 1 週間前までに SAJ 必着とする。

OC が締切期日後においてもエントリーを受け付ける場合は、上

記 2 週間前までに準ずる。 

 

マスターズ 

申請が必要な大会カテゴリー 申請不可の大会カテゴリー以外に該当するもの 

申請不可の大会カテゴリー WCM 

ポイント／ランキング基準 設定なし。（FIS ルールに準ずる） 

その他の条件 

【エントリー】 

申請された各大会について、エントリーおよびキャンセル、ビ

ザ発給にかかわるすべては原則各個人の責任において行うが、

大会組織委員会がナショナルエントリーを求めた場合は、SAJ

担当者がナショナルエントリーを行う。 

【現地出場手続き】 

現地への渡航（ビザ招聘状、及び ビザ手配を含む）、エントリ

ー費用の支払い、大会ミーティング参加、ビブの取得等の現地

出場手続きについては各個人の責任において行うこと。 

【参加許可】 

「参加許可＝出場枠（クォータ）の保証」ではない。クォータ

オーバーにより参加不可となる場合は、SAJ より選手または引

率責任者へ通知する。 

【ヘルメット】 

FIS 規定に沿ったヘルメットを着用すること。 

申請書の提出期限 大会期日の 2 週間前までに SAJ 必着。 

 


