
1. 主 催 公益社団法人全日本学生スキー連盟

2. 主 管 公益社団法人全日本学生スキー連盟

福島県スキー連盟

3. 公 認 国際スキー連盟・公益財団法人全日本スキー連盟

4. 共           催 猪苗代町

5. 後 援 公益財団法人福島県スポーツ協会・猪苗代町教育委員会・一般社団法人猪苗代観光協会・

株式会社DMCaizu猪苗代スキー場・猪苗代スキークラブ

6. 協 賛 ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

7. 期 日 2023年2月1日（水）～2月2日（木）

8. 会 場 猪苗代スキー場（FIS公認・Central Slopeコース）

9. 競 技 種 目 男女　スーパー大回転

10. 競 技 日 程

時　　刻 種　　目 場　　所

16:00～ TCM及びドロー 猪苗代町体験交流館学びいな１階大研修室

10:00～
女子スーパー大回転（SG）
男子スーパー大回転（ＳＧ）

FIS公認・Central Slopeコース

11. 競 技 規 則 国際スキー連盟規則最新版による。
12. 参 加 資 格

13. 申 込 方 法 1) 申込締切日 有資格者　2023年1月 20日（金）

2) 申し込み方法　 SAJ最新版エントリーフォームを使用して男女別に所定事項を記入し、電子メールに

　　　　　　　　　　　エントリーフォームを添付し申込期日までに下記アドレスに送信を完了すること。　

　　　　　　　　　　　また、エントリーフィーは申込期日までに下記口座に振込みを完了すること。

　　　　　　　　　　①申し込みは、都道府県連盟・大学ごとでまとめて申し込みをすること。

　　　　　　　　　　②開催都道府県推薦、加盟都道府県・学連推薦者はエントリフォーム氏名欄に

　　　　　　　　　　　　「推薦」と明記すること。

　　　　　　　　　　③電子メールにエントリフォームを必ず添付すること。（記入漏れに注意して下さい）

　　　　　　　　　　④送信時のメールアドレスは、本大会に関わる緊急の連絡先として使用します。

　　　　　　　　　　⑤エントリフィーを振込む際は、チーム名（都道府県）またはチームリーダー名で

　　　　　　　　　　　振込むこと。違う名前で振り込む場合は備考欄に上記名を必ず記載すること。

3） 参加料　個人一種目につき5,000円

4） エントリーフォーム送付先　             　 E-mail: entry.inawashiro.sg@gmail.com

5） エントリーフィー振込先

口座番号：普通口座　00180‐7‐665204

口座名義：公益社団法人全日本学生スキー連盟

※振込名義には必ず「ガクセイ―○○〇〇」と入れてください。

　例…ガクセイ―ニホンダイガク　or  ガクセイ―ナガノケン

2月2日（木）

第38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1日（水）

(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2023 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。
評価にはそれぞれ最新FIS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。

銀行名：ゆうちょ銀行　

mailto:entry.inawashiro.sg@gmail.com


6） 連絡先

　　猪苗代町体験交流館（学びいな） 猪苗代町生涯学習課社会体育係内

      TEL: 0242-72-0180    　E-mail： taiiku@town.inawashiro.fukushima.jp

「全日本-猪苗代SG３連戦」 URL: http://saf-ski.jp//inawashiro-sg

7） 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すること

14. 新型コロナウイルス感染症予防について

15. 式 典 新型コロナウイルス感染症対策として、三密の対策が困難と思われる開会式・閉会式について

これを取りやめ、競技の成立に重点を置いた運営をする。

16. 表 彰 規 定 1) 全日本学生アルペンチャンピオン大会、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) 表彰及び優勝メダルの授与は、（公社）全日本学生スキー連盟所属者のみとする

メダルは男女上位各3位まで、賞状は男女上位各6位まで与える。

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、

【全日本学生アルペンチャンピオン大会】の表彰対象にはならない。

17. 表 彰 式 15：45～猪苗代町体験交流館学びいな１階大研修室（TCM会場）にて行う。

18. 個人情報及び肖像権に関わる取扱い

19. 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) 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。

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。

4) 申込締切期日を過ぎてからの参加料は、いかなる場合でも返金しない。 
5)  ①悪天候などやむを得ない理由により競技を中止とする場合がある。

②新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、大会を中止とする場合がある。

③上記の理由により、大会を中止とした場合、参加料は返金しない。
6)

20. 宿 泊 宿泊は、（一社）猪苗代観光協会を通して手配を行う。（直接の宿泊手配は不可）

https://www.bandaisan.or.jp/2022/12/23/zennihon_syukuhaku

TEL：0242-62-2048　FAX：0242-62-2939

E-mail： info@bandaisan.or.jp

新型コロナウイルス感染症関連により出場を認められなかった個人に対しても参加料は返金しない。

  最新版の「SAJ競技会における感染対策ガイドライン」の他、福島県、猪苗代町の新型コロナ感染
予防対策にしたがって、充分な感染予防を実施する。　大会組織委員会による感染予防対策に関
わる指示に従わなかった場合、また、明らかに体調不良と認められたものについては出場を取り消す
場合がある。　なお、状況に応じて感染予防対策は変化しうるので、感染予防に関する最新の指示
は組織委員会ホームページにて行う。

①主催者は個人情報保護に関する法令を遵守し、参加申込で得た情報は成績発表及び大会に係
わる業務のために利用し、目的以外に利用しない。
②大会組織委員会が大会中に撮影した写真及び映像は普及広報活動に公開使用することがある。
③参加者は、参加申込書の提出をもって、公開に関する取扱いについて承諾をしたものとする。
④その他の取扱いについては、（公社）全日本学生スキー連盟における個人情報保護規定及び個
人情報保護の方針の取扱いに準じる。

全日本-猪苗代スピード系３連戦組織委員会

　　〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字鶴田１４１番地１

　　　FAX: 0242-62-5350

mailto:taiiku@town.inawashiro.fukushima.jp
http://saf-ski.jp/inawashiro-sg
https://www.bandaisan.or.jp/2022/12/23/zennihon_syukuhaku


 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。
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