
 

 

 

 

 

 

１．主  催  公益財団法人全日本スキー連盟 
 
２．共  催  岩手県、盛岡市、滝沢市、雫石町、岩手県教育委員会、盛岡市教育委員会 

       滝沢市教育委員会、雫石町教育委員会、一般財団法人岩手県スキー連盟、 
特定非営利活動法人雫石町スキー連盟 

 
３．主  管  '93世界アルペン開催記念大会実行委員会 
 
４．後  援  一般財団法人岩手県スキー連盟、株式会社岩手日報社、日本放送協会盛岡放送局、 

株式会社ＩＢＣ岩手放送、株式会社テレビ岩手、岩手めんこいテレビ株式会社、 
株式会社岩手朝日テレビ、株式会社エフエム岩手、公益財団法人岩手県体育協会、 
公益財団法人盛岡市体育協会、公益財団法人滝沢市体育協会、 
一般財団法人雫石町体育協会 

 
５．協  力  陸上自衛隊岩手駐屯地、雫石スキー場 
 
６．協  賛  未定 
 
７．会  期  2015年2月26日（木）～2月28日（土） 
 
８．会  場  岩手県雫石町 雫石スキー場 雫石ダウンヒルコース 
 
９．競技種目  男女 スーパーＧ ２戦 
 

10．日  程 
 

期 日 開始時間 種     目 会     場 

2月26日(木) 15：00 開会式 旧レストランシュプール 
15：30 ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 旧レストランシュプール 

2月27日(金) 
10：00 女子ｽｰﾊﾟｰＧ(第1戦) 雫石ダウンヒルコース 
12：30 男子ｽｰﾊﾟｰＧ(第1戦) 雫石ダウンヒルコース 
15：00 表彰式およびﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 旧レストランシュプール 

2月28日(土) 
10：00 女子ｽｰﾊﾟｰＧ(第2戦) 雫石ダウンヒルコース 
12：30 男子ｽｰﾊﾟｰＧ(第2戦) 雫石ダウンヒルコース 
未 定 競技終了後表彰式 旧レストランシュプール 

 

11．競技方法  最新版全日本スキー連盟競技規則による。但し、本要項に定めたものを優先する。 
 
12．年齢資格  男女共 1995年1月1日から1997年12月31日生まれの高校生 FIS競技登録者 
 
13．出場資格  1）各種目別ランキング高校男子50位、高校女子80位までの者 

SAJ013/14最終リスト～14/15有効リストまで（No.7まで有効） 
（ただし、SAJ‐No.1～3は除く。） 



        2）FIS13/14最終リスト～14/15有効リストまで 
                   （DH / SG / GS / SL 共通）男子100点以内、女子100点以内 

3）2015年国民体育大会（冬季）少年組、男女各30位までの者 
        4）2015年全国高等学校スキー大会男子30位、女子30位（GS / SL）までの者 
        5）都道府県スキー連盟会長推薦枠 
          上記1)～4)に該当する者がいない都道府県では男子、女子組それぞれ２名推薦する 

ことができる。 
                7）特別出場枠     

○SAJジュニア強化指定選手 
          ○開催県には男女各20名の出場枠を認める。 
 

14．申込方法  1）申込〆切 2015年2月19日（木）NPO法人雫石町スキー連盟 宛 
午後5時必着のこと。 

2）申 込先 EA 〒020-0543 岩手県岩手郡雫石町高前田155 
NPO法人雫石町スキー連盟 宛 
TEL 019-692-4197 FAX 019-692-4194 

3）申込様式 国際競技ルール215条による所定のエントリーフォームに必要事項を記入    

の上、各都道府県スキー連盟一括で申込むこと。 
       4）参 加料  申込と同時に納付すること 1人1戦 3,000円×2戦＝6,000円 
              （納付は、出来るだけ下記口座へ振り込みとする。） 
               口座名義 '93世界アルペン開催記念大会実行委員会  

事務局長 高橋 芳美 
               金融機関 岩手銀行 雫石支店  口座番号 1018583 

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

入していない選手は出場することができない。 
競技出場者が競技中に傷害を受けた場合、主催者は応急処置のみ行うが、

以降の措置は本人の責任において行う。 
6）個人情報 記入した個人情報については、大会の事務処理等（公開印刷物含み）とス

キー関係ホームページに公式記録表・競技者リスト、メディア関係に競技

者コード・氏名・所属チーム・記録の掲載について使用することに限定し、

SAJを除く第三者への提供は致しません。但し、警察・行政等の法的指示

により情報開示の請求時はこの限りではありません。 
 
15．ドロー EA 各都道府県のチーム代表は必ず出席のこと。 
 
16．表  彰  1位から10位まで表彰する。（表彰式は各競技終了後、旧レストランシュプールで行う。） 
 
17. 宿  泊  宿泊は、各加盟団体等で各自直接申込むこと。なお、宿泊案内は、次のとおり。 
    一般社団法人しずくいし観光協会 019-692-5138 雫石プリンスホテル 019-693-1111 

雫石町の観光情報（雫石町観光協会ホームページへのリンク） 
        http://shizukuishi-kanko.gr.jp/ 
 
18．AE その他 EA 2015年2月15日（日）正午現在の積雪状況により大会の可否を決定する。 

ただし、大会中止の場合のみ各加盟団体へ連絡する。 
 



 

 

 

 

 

１．主  催  公益財団法人全日本スキー連盟 
 
２．共  催  岩手県、盛岡市、滝沢市、雫石町、岩手県教育委員会、盛岡市教育委員会 

       滝沢市教育委員会、雫石町教育委員会、一般財団法人岩手県スキー連盟、 
特定非営利活動法人雫石町スキー連盟 

 
３．主  管  '93世界アルペン開催記念大会実行委員会 
 
４．後  援  一般財団法人地域活性化センター、一般財団法人岩手県スキー連盟、 

株式会社岩手日報社、日本放送協会盛岡放送局、株式会社ＩＢＣ岩手放送、 
株式会社テレビ岩手、岩手めんこいテレビ株式会社、株式会社岩手朝日テレビ、 
株式会社エフエム岩手、公益財団法人岩手県体育協会、公益財団法人盛岡市体育協会、 
公益財団法人滝沢市体育協会、一般財団法人雫石町体育協会 

 
５．協  力  陸上自衛隊岩手駐屯地、雫石スキー場 
 
６．協  賛  未定 
 
７．会  期  2015年2月23日（月）～ 2月25日（水） 
 
８．会  場  岩手県雫石町 雫石スキー場 雫石ダウンヒルコース 
 
９．競技種目  U16 男女 スーパーＧ 

 

10．日  程 
期 日 開始時間 種     目 会     場 

2月23日(月) 
15：00 開会式 旧レストランシュプール 
15：30 ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 旧レストランシュプール 

2月24日(火) 
10：00 女子スーパーＧ(第1戦) 雫石ダウンヒルコース 
12：30 男子スーパーＧ(第1戦) 雫石ダウンヒルコース 
15：00 表彰式およびﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 旧レストランシュプール 

2月25日(水) 
10：00 女子スーパーＧ(第2戦) 雫石ダウンヒルコース 
12：30 男子スーパーＧ(第2戦) 雫石ダウンヒルコース 
未 定 競技終了後表彰式 旧レストランシュプール 

 

11．競技方法  最新版全日本スキー連盟競技規則による。但し、本要項に定めたものを優先する。 
 

12．年齢資格  U16（男・女）中学1年生～高校1年までの競技者(1999年1月1日から2002年4月2日) 
 

13．出場資格  1）各種目別ランキング（SL / GS / SG）中学男女100位までの者 
SAJ13/14最終リスト～14/15有効リストまで 
(ただし、14‐15 SAJ‐№1～3は除く) 

        2）2015全国中学校スキー大会男子60位、女子60位（GS / SL）までの者 



        3) 2015全国高校スキー大会男子50位、女子50位（GS / SL）までの早生まれの高校生 
        4）都道府県スキー連盟会長推薦枠 
          有資格者の有無に関わらず男子、女子組それぞれ5名推薦することができる。 
                5）特別出場枠 
                 ○SAJチルドレン強化対象選手及び競技本部が推薦し、SAJ会長が認めた競技者を認め 

る。 
         ○開催地には特別出場枠を認める。 
 
14．申込方法  1）申込〆切 2015年2月16日（月）NPO法人雫石町スキー連盟 宛 

午後5時必着のこと。 
2）申 込先 EA 〒020-0543 岩手県岩手郡雫石町高前田155 

               NPO法人雫石町スキー連盟 宛 
TEL 019-692-4197 FAX 019-692-4194 

       3）申込様式 国際競技ルール215条による所定のエントリーフォームに必要事項を記入 
の上、各都道府県スキー連盟一括で申込むこと。 

       4）参 加料  申込と同時に納付すること 1人1戦 3,000円×2戦＝6,000円 
              （納付は、出来るだけ下記口座へ振り込みとする。） 
               口座名義 '93世界アルペン開催記念大会実行委員会  

事務局長 高橋 芳美 
               金融機関 岩手銀行 雫石支店  口座番号 1018583 
        5）傷害保険 SAJスキー安全会及びスポーツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険に加 

入していない選手は出場することができない。 
競技出場者が競技中に傷害を受けた場合、主催者は応急処置のみ行うが、 
以降の措置は本人の責任において行う。 

6）個人情報 記入した個人情報については、大会の事務処理等（公開印刷物含み）と

スキー関係ホームページに公式記録表・競技者リスト、メディア関係に競

技者コード・氏名・所属チーム・記録の掲載について使用することに限定

し、SAJを除く第三者への提供は致しません。但し、警察・行政等の法的

指示により情報開示の請求時はこの限りではありません。 
 
15． ドロー EA 各都道府県のチーム代表は必ず出席のこと。 
 
16．表  彰  1位から10位まで表彰する。（表彰式は各競技終了後、旧レストランシュプールで行う。） 
 
17. 宿  泊  宿泊は、各加盟団体等で各自直接申込むこと。なお、宿泊案内は、次のとおり。 

一般社団法人しずくいし観光協会 019‐692‐5138 
雫石プリンスホテル 019‐693‐1111 

 
18．AE その他 EA 1）2015年2月15日（日）正午現在の積雪状況により大会の可否を決定する。 

ただし、大会中止の場合のみ各加盟団体へ連絡する。 
        2）2月20日（金）～23日（月）まで（公財）全日本スキー連盟主催のスーパーG 

キャンプを雫石スキー場で行います。 
 
 
※ この事業は、(一財)地域活性化センターのスポーツ拠点づくり推進事業の支援をうけて 

実施しています。 


