第５４回
第５４回

北海道スキー技術選手権大会 兼
全日本スキー技術選手権大会北海道予選会

１．主催 公益財団法人北海道スキー連盟
２．目的
所属団体から選抜された選手により、スキー技術の
演技を競い、技術向上の促進に資することを目的とし、
全日本スキー技術選手権大会への派遣選手を選考す
る。
３. 会期 2017年１月２７日（金）～２９日（日）
４. 会場 ルスツリゾートスキー場
〒 048-1711 留寿都村泉川13
選手受付 サウスフロント
５. 協力 ニセコスキー連盟、伊達スキー連盟
ルスツリゾートスキー場
６. 本部 ルスツリゾートホテル・大会事務局
TEL 0136-46-3331
７. 参加対象
(1)参加年度のＳＡＪ会員登録者
(2)日本国籍を有する、本大会申し込み時点で男女と
も満15歳以上の者（高校生以上）。
(3)ＳＡＪ級別テスト１級以上の技術章を取得してい
る者。
(4)SAJスキー指導員（準指導員）の資格を有する者。
(5)各種損害保険に加入済みの者。
(6)上記条件を満たし、所属団体長（地区連会長）の
推薦を得た者。
（資格証明・会員登録番号・傷害保険の欄は必ず記
入すること）
８．オープン参加の取扱について
(1)北海道スキー技術選手権大会には、日本国籍を有
していない者にもオープン参加を認める。但し、以
下の条件を付する。
①満１８歳以上であること
②ＳＡＪ１級以上の資格を有していること。
③加盟団体の行う予選会を通過し、加盟団体長の推
薦のある者。
④スキー保険に加入していること。
(2)順位に関わらず全日本スキー技術選手権大会には
参加できない。
(3)決勝の人数には含めない。
(4)順位に関わらず表彰しない。
９. 参加料

一般の部
１２，０００円
少年の部
７，０００円
※18歳以下で現在高校生の者

10. 参加申込・提出書類
(1)デジエントリーでの申し込みとする。
ア．インターネットでの申し込みＵＲＬ
http://dgent.jp/
イ．上記ＵＲＬ右側の（公財）北海道スキー連盟よ
り本大会の申し込みが可能
ウ．細部申込要領については下部の「デジエントリ
ー手続きのご案内」参照（別途デジエントリー利
用料・決済手数料がかかります。
エ．申込期日
２０１７年１月６日（金）～１月１３日（金）
(2)提出書類及び送付先
ア．参加者は必要書類を添えて所属する各地区連へ
申し込むこと。
※高校生の者は、各人ごとデジエントリーで申し込
み、必要書類は道連へ送付のこと。
イ．提出書類
①参加申込書（所属地区連会長印を押印）
②ライセンスまたは、合格証の写し及び2017年度
公益財団法人全日本スキー連盟会員登録手続
き完了証の写しまたは所属地区連の会計責任
者の印。
※地区連は、申込書類一式を取りまとめ、参加者名
簿一覧表（男女各１部、監督・コーチ・地区連担当
者の氏名・電話番号を記載のこと）を添えて道連に
送付すること。
ウ．道連住所
〒 062-0905 札幌市豊平区５条 11丁目 1-1
北海道立総合体育センター内
(公財)北海道スキー連盟
「北海道スキー技術選手権大会」係
TEL 011-820-1780 FAX 011-820-1781
エ．書類提出締切
２０１７年１月１６日（月）道連必着厳守
(3)宿泊申込
各地区連で宿泊者名簿一覧を作成し、直接ルスツ
リゾートホテル・北海道スキー技術選手権大会宿泊
担当者に申込をしてください。高校生の参加者は、
各自手配してください。※ホテルフロント、または
予約係に大会参加者と伝え、予約してください。
（特
別割引料金にて対応してくれます）
11．日程
１月27日（金）
14:30～15:30 受付（選手・監督・OS・役員）
15:30～16:50 代表者会議（代表者は必ず出席）
17:00～
開会式（選手・監督は必ず出席）
１月28日（土）
９:30～16:00 予選競技
18:30～19:00 決勝競技出場者発表

１月29日（日）
９:00～11:00 決勝競技 午前２種目
12:00～14:00 決勝競技 午後２種目
16:00～
閉会式（予定）
12．表彰部別
(1)一般男子の部
(3)少年男子の部

16．表彰
(1)一般の部
男子 １０位、女子６位まで表彰する。
(男女とも１位は優勝杯、１位～３位まではメダル）
(2)少年の部
男子３位、女子３位まで表彰する。
(１位～３位まではメダル）
※18歳以下で現在高校生の者（但し、決勝競技出場
者とする）

(2)一般女子の部
(4)少年女子の部

13．競技種目
北海道スキー連盟のホームページに掲載する。
（12月下旬予定）
14．競技規則
北海道スキー技術選手権大会競技規則による。
（全日本スキー技術選手権大会に準ずる）
【用具の使用に関して】
(1)全日本スキー連盟公式用品委員会において認定さ
れた用具・用品を使用し、それ以外は認めない。
(2)選手が着用を許されるウェアは、市販品でルーズ
フィットなものとし、レーシングスーツ（ワンピ
ース）の着用を認めない。
(3)競技中は頭部を保護するため、すべての競技にお
いて必ずヘルメットを着用すること
(4)上記に違反した者は失格とする。
(5)本大会においては使用スキーの台数制限を設けな
い。
15．出場枠
(1)決勝
男子 120位タイ 女子 40位タイ
(2)全日本 男子 26名
女子 17名
（補欠男女各１）名

17．順位の決定及び全日本の出場について
(1)総合成績は、予選・決勝の合計得点で決定する。
(2)総合成績の男子15位・女子10位までを選出し、残
りの全日本選手権大会出場枠数分を、男女決勝の
男子30位・女子20位以内及びその他理事会で認め
た者の中から理事会にて選出する。なお、2017年
1月15日現在で満18歳以上の者とする。
(3)総合成績により全日本出場者については、同順位
のときは次の方法により決定する。
①決勝競技の得点の高い者とする。
②上記の①で決しないときは、予選競技の得点の
高い者とする。
③上記の②で決しないときは、抽選とする。
(4)全日本の出場権を得た者は、北海道スキー連盟の
合宿に参加するものとする。
18．監督・コーチの登録
監督・コーチの登録は参加者名簿の記載をもって登
録とする。選手は監督を兼ねることができる。
（競技中の抗議は、監督及びコーチのみ行える）
19．問い合せ先
（公財）北海道スキー連盟教育本部
強化部長 平井 裕一

強化指定合宿・全日本出場者強化合宿
開催日程
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会

場
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参加資格

強化指定選手合宿Ⅰ

ルスツ

'16.12.23(金)-24(土)

２日間

８時30分

強化指定選手

強化指定選手合宿Ⅱ

ルスツ

'17. 1.21(土)-22(日)

２日間

８時30分

強化指定選手

全日本出場者合宿I

ルスツ

'17. 2. 3(金)- 5(日)

３日間

８時30分

全日本出場者

全日本出場者合宿Ⅱ

ルスツ

'17. 2.17(金)-19(日)

３日間

８時30分

全日本出場者

全日本出場者合宿Ⅲ

ルスツ

'17. 2.24(金)-26(日)

３日間

８時30分

全日本出場者

全日本出場者現地合宿

ルスツ

'17. 3. 7(火)- 8(水)

２日間

3/6 18時00分

全日本出場者

インターネット申し込みによるエントリー手続きのご案内
今年度から、以下の大会の申し込みについてはインターネット(デジエントリ一)を使用した申し込みとなりまし
た。支払いはコンビ二 (口一ソン・セブンイレブン・セイコーマート)、ペイジー決済が利用可能です。
なお、パソコンや携帯電話が使えない場合でも、電話により受付が可能です。
【対象となる大会】
第５４回 北海道スキー技術選手権大会（１月２７日～２９日）
第 ６ 回 北海道ジュニアスキー技術選手権決勝大会（３月５日）
第１４回 北海道スーパージュニアスキー技術選手権大会（３月１９日）
第１１回 レディスエレガントスキ一大会（３月２０日）
申し込みのしかた
●パソコン (スマートフオン、タブレットを含む)の場合
①北海道スキ一連盟のホームページヘアクセスします。
②デジエントリーと書かれているところをクリックし、一覧から参加する大会名をクリック。
③個人で申し込む場合は、参加クラス右側の [申込]をクリック（ボタンがなく、チェックボックスの場合は該当ク
ラスにチェックを入れ、クラス一覧右下の【上記で選択したクラスに申込】をクリツク）
。
代表者が複数名を一度に申し込む場合には、画面右上の 【グループ・家族で申込】をクリック。
④以下、手順に従って申し込みを続けてください。
●携帯電話からの場合
①『sah@mnkl.jp』宛、もしくは右のＱＲコードを読み取り空メールを送信。
※空メールとは、件名・本文に何も入力しないで送信することです。
②デジエントリーのＵＲＬ付きメールが届くので、そのＵＲＬをクリック。
以下、手順に従って申し込みを続けてください。
※携帯（フーチャフォン）からのグループ申込はできません。
●電話受付（オペレーター)を利用する場合
①O57O-01-5381 (1O:OO～17:00 土日祝日を除く)へ電話してください。
②オペレーターに、北海道スキ一連盟の行事申込であることをお伝えください。
※オペレーター応答のため、システム利用料がインターネットとは異なります。
問い合わせ先
申込手順で不明な点がありましたら、こちらへ。
デジエントリーO466-52-5448 (平日 10：00～17：00 土日祝日を除く)
手数料と入金について
参加費のほかに、デジエントリーシステム使用料と、決済方法や支払額に応じて決済手数料が発生します。申込
し、決済方法を選択すると支払番号が出るので、その番号を控えていただき、支払期限までに選択された決済方法
にてお支払いください。支払い手続きが完了しないと申込みは成立しません。
申し込みの確認
入金後、３時間以内に入金確認メールが届きます。 (メールが届かない場合は、デジエントリーまでお問い合わ
せください。) これでエントリー完了です。
＜注意＞
〇申込締切日については、各大会の要項を確認してください。
〇締切後のエントリーはできませんので、ご注意願います。

