
 

第 16 回全日本スノーボード技術選手権大会 
南関東ブロック・甲信越ブロック合同予選会 

【南関東ブロック大会名】第 19 回南関東スノーボード技術選手権大会 

【甲信越ブロック大会名】第 1 回南関東・甲信越スノーボード技術選手権大会 

【公式練習】 

日時：201９年 1 月 2５日(金) 13:15～15:00 

会場：上越国際スキー場 

1. 受     付：13:15～15:00 

2. コースオープン：13:15～15:00 

3. TC ミーティング：16:30～    
注 1）受付と TC ミーティングは本部宿舎内ホテル指定場所で行います。 

注 2）1/25（金）受付以降のコース滑走はビブが必要です。 

【開会式次第】 

日時：201９年 1 月 2６日(土) ０８:３0～ 

場所：上越国際スキー場 「スクール前」 

受付（２回目）：8:00～8:30「レストランヨーデル」 

1. 開 会 宣 言 

2. 挨     拶 

3. 役 員 紹 介 

4. 選 手 宣 誓 

5. 競技要領説明 

6. 質 疑 応 答 

7. 庶 務 連 絡 

6. 閉 会 宣 言 

 

【閉会式次第】 

日時：201９年 1 月 2７日(日) 13:３0～ 

場所：上越国際スキー場 レストラン「レストランヨーデル」前 

1. 開 式 宣 言 

2. 挨     拶 

3. 技術代表講評 

4. 成 績 発 表 

5. 表    彰 

6. 庶 務 連 絡 

7. 閉 会 宣 言 

 



第 16 回全日本スノーボード技術選手権大会 
南関東ブロック・甲信越ブロック合同予選会 

【南関東ブロック大会名】第 19 回南関東スノーボード技術選手権大会 

【甲信越ブロック大会名】第 1 回南関東・甲信越スノーボード技術選手権大会 

【役員】 

●大会役員 

役職 氏名 (順不同) 

大会会長 片 忠夫 次井 雪雄 

大会副会長 岡部 直士 塚本 富士男 

 北野 貴裕 林野  旻 

大会委員長 岡田 良平 栗林 繁幸 白石 博基  

大会副委員長 三塚 康雄 菊地 富士夫 森 幸 佐々木 保 

奥住 公夫    

小林 和夫 太谷 陽一 野本 和博 白井 孝雄 

高橋 一栄 加藤 徹男 岡 武男 渡辺 進 

川島  悠    

大会委員 長谷川 春彦 木村 徳善 小沢 俊也  

 河野 政巳 関根 正明 清水 甲子雄  

 SAC 副理事長 SAY 常務理事   

 戸井田 寛 堀 祐樹 嶋田 正樹  

 武井 香樹 田村 正典   

 佐藤 博一 長谷川 幸平 大野 淳也 花嶋 政彦 

 野田 岳人 NSA-SB 担当理事 SAY-SB 担当理事  

●組織委員会 (案) 

組織委員会委員長 堀 祐樹 田村 正典   

組織委員会副委員長 長谷川 幸平    

組織委員 野田 岳人 小池 光 高波 徹 宮﨑 貴士 

 小田 勝美    

●実行委員会 

実行委員会委員長 片 忠夫 次井 雪雄   

実行委員会副委員長 堀 祐樹 佐藤 博一 望月 光弘  

 大野 淳也 花嶋 政彦   

 田村 正典 NSA-SB 担当理事 野田 岳人  

実行委員会委員 小池 光 御園 雄太 林 伸次 松坂 武士 

岩森 一也 宮﨑 貴士 成澤 忠 今村 宏美 

高波 徹 野田 岳人 小田 勝美 甲信越ブロック 

 



第 16 回全日本スノーボード技術選手権大会 
南関東ブロック・甲信越ブロック合同予選会 開催要領 

【南関東ブロック大会名】第 19 回南関東スノーボード技術選手権大会 

【甲信越ブロック大会名】第 1 回南関東・甲信越スノーボード技術選手権大会 

【主 催】南関東ブロック：(公財)神奈川県スキー連盟 

     甲信越ブロック：(公財)新潟県スキー連盟 

【共 催】南関東ブロック：(一財)東京都スキー連盟、千葉県スキー連盟 

甲信越ブロック：(公財)長野県スキー連盟、山梨県スキー連盟 

【協 力】株式会社上越観光開発 

【会 場】新潟県 上越国際スキー場 

【会 期】2019 年 1 月 26 日（土）～27 日（日）※公開練習は 1/25（金） 

【大会本部】1/2５～27「ホテル グリーンプラザ上越」 TEL025-782-1030 

【開催部門】アルペンスタイル男子・アルペンスタイル女子・ 

フリースタイル男子・フリースタイル女子 

【競技種目】２コート・5 種目 

[第 1 日目] 

① リズムキープ（整地・中急斜面・美奈ゲレンデ） 

② フリーライディング（整地・中急斜面・美奈ゲレンデ） 

③リズムキープ（整地・急斜面・大別当ゲレンデ） 

[第 2 日目] 

④フリーライディング（ナチュラル・中級斜面・美奈ゲレンデ） 

⑤フリーライディング（ナチュラル・急斜面・大別当ゲレンデ） 

※天候等によるコート使用に安全確保が競技を行うにあたり安全が十分に取れない 

 場合は、コート状態の変更（ナチュラル→整地など）や種目をキヤンセルするこ 

とがあります。 

【参加資格】 

スノーボード技術選手権大会に出場できる滑走能力があること。 

SAJ会員登録、スノーボードバッジテスト資格、スノーボード指導者資格の有無は不

問です。 

なお、18歳未満の選手は保護者の承諾が必要です。 

【参加料】 

2019/1/5 まで 10,000 円  2019/1/6 以降 11,000 円 

申込後の取消・返金はできません。また、締切り日後の申込は料金が異なります。 

【申込み】 

所定の電子決済サイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方 

は電話による電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取 

次手数料がかかります。TEL 0570-01-5381  

また、締め切日後の申込みは料金が異なります。 

【申込締切】 

2019 年 1 月 1５日(火) ※締切後のお問合せは、主管団体事務局までお尋ねください。 



【表 彰】 

各部門 1 位から 6 位までを表彰します。 

（但し、出走数が 6 名以下のカテゴリについては出走数の 50%までを表彰します。） 

【採点方法と順位の決定】 

公開制による 5 審 3 採制です。 

順位の決定は、５種目中で順位を決定します。 

全種目を消化できなかった場合は 1 種目以上で順位を決定します。 

※順位が同ポイントの場合 

１種目 大別当ゲレンデ（ナチュラルフリー）ポイントが高い者 

２種目 美奈ゲレンデ（ナチュラルフリー）ポイントが高い者 

３種目 美奈ゲレンデ（フリー）ポイントが高い者 

４種目 大別当ゲレンデ（リズムキープ）ポイントが高い者 

５種目 美奈ゲレンデ（リズムキープ）ポイントが高い者の順に順位を決定し、 

それでも決定しない場合は同順位とします。 

【第 1６回全日本スノーボード選手権出場について】 

当該大会においては、全日本スノーボード選手権大会南関東ブロック(千葉県・東京 

都・神奈川県)および甲信越ブロック（山梨県を除く、新潟県・長野県）の予選会（選 

考会）とします。選考方法については加盟団体により異なります。選考方法について 

は、所属する加盟団体担当者にお尋ねください。 

 

■選考方法 

●南関東ブロック 

千葉県 

全種目での合計点で選考します。 東京都 

神奈川県 

 

●甲信越ブロック 

山梨県 定めた所定の方法で選考します。 

長野県 
全種目での合計点で選考します。 

新潟県 

 

出場枠については、SAJ が定めた出場枠数の中で代表選手を決定し派遣するものと 

します。但し、オープンクラスは出場枠数に定めがないため、派遣人数加盟団体での

決定とします。 

※全日本スノーボード技術選手権大会への出場資格について 

本年度の全日本スノーボード技術選手権大会に南関東ブロック（千葉県・東京都・神

奈川県）および甲信越ブロック（新潟県・長野県・山梨県）から出場する場合は、参加

年度の 4 月 1 日現在、満 18 歳以上で公認スノーボード指導員、公認スノーボー 

ド準指導員、SAJ スノーボード 1 級、いずれかの資格を所持し、本年度の SAJ 会員 

登録および公認スノーボード指導者資格登録と補償制度等の加入が必要です 



また、外国籍の者については、全日本スノーボード技術選手権大会のオープンクラス

にエントリーすることができます。但し、所属する加盟団体の推薦が必要です。 

【その他】 

競技規則は SAJ スキー・ボード技術選手権大会規則・細則に準じます。この大会につ

いての規則については別紙の競技規則をご参照ください。 

参加する選手は傷害保険の加入を義務付けます。万一、競技中に怪我が発生した場合は

必要に応じてパトロール要請を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってくださ

い。 

地球温暖化防止のため、煙草の分煙化・ポイ捨て防止、公共交通機関の利用・車の相乗

りをお願いします。 

個人・クラブ等での大会期間中の録画撮影は、撮影対象者の同意を得ている場合等に 

限り（著作権やプライバシーの問題が生じない）での範囲で認めます。また、SNS 等

への掲載投稿に関しても同様の扱いとします。ぐれぐれもモラルを問われないよう留意

し撮影してください。 

【大会に関する問合せ】 

大会に関するのお問合せ先は、以下のとおりです。 

●南関東ブロック所属者（非 SAJ 会員者のオープンクラス参加を含む） 

 (公財)神奈川県スキー連盟事務局までご連絡ください。 

 

●甲信越ブロック 

所属する加盟団体事務局通じて大会事務局までご連絡ください。 

（年齢 18 歳未満の参加者を含みます。） 

 

※会期中の大会本部へのお問合せは緊急時のみお知らせください。 

 （昼間時）ゲレンデレストラン内「ヨーデル」まで。 

 

【大会事務局】 

●南関東ブロック 

(公財)神奈川県スキー連盟 

〒221-0834 神奈川県横浜市神奈川区台町 16-1 ソレイユ台町 407 号 

TEL 045-311-8907   FAX 045-324-6966 

Email：jimu@sak.or.jp   http：//www.sak.or.jp 

 

●甲信越ブロック 

(公財)新潟県スキー連盟 

〒947-0053 新潟県小千谷市千谷川２丁目３-２６ 

TEL 0258-82-1680  

Email：info@nsa.jpn.com http://nsa.jpn.com/ 

 

mailto:jimu@sak.or.jp
http://www.sak.or.jp/


競 技 規 則 

【競技使用の用具に関して】 

この大会の競技に参加にあたっては、全日本スノーボード技術選手権大会公式用品に

指定されている用品を使用することとします。 

プロトタイプな用具や競技をおこなうにあたり他の選手と不公平であると認められる

場合はスタートさせない場合があります。 

【ヘルメットの着用に関して】 

競技コートに入る際は、ヘルメットを着用してください。 

ヘルメットのない場合は滑走できません。 

【ビブの着用に関して】 

競技コートに入る際は、ビブを外側に着用を必要とします。 

ビブのない場合は滑走できません。 

【スタート要領に関して】 

選手は、スタート審判の合図により出発します。 

１．選手は各種目ともスタート地点に１０分前に集合し、スタート審判の点呼を受け応

答しなくてはなりません。 

２．選手は前者のスタート後直ちにスタート位置につき準備を整える。 

３．スタート審判の合図の後､直ちにスタートしない場合は、当該種目を棄権したもの

とみなします。 

【フィニッシュの要領に関して】 

フィニッシュは、フィニッシュラインの通過をもって競技終了とします。 

※安全のためフィニッシュライン通過後はスピードコントロールを行い減速すること。 

【演技の中断等に関して】 

１．演技を中断した場合は、その位置で体制を整え再スタートします。中断が長引く場

合は審判長の指示に従ってください。 

２.選手は、係員の補助を受けることができます。 

３.やむを得ず途中棄権をする場合は、その旨を競技役員等に告げて、速やかにコート外

に移動してください。この場合は、当該種目の得点は 0 点としますが､次の種目から

の出場権利は維持されます。 

【コートインスペクションに関して】 

コートインスペクションは、競技委員の指示により指定された時間に適宜行ってくだ

さい。 

１．コートインスペクションは原則としてコート外から行ってください。ただし必要が

ある時はコート内に入れることがあります。 

２．インスペクションの際には、必ずビブを外側に着用してください。 

３．詳細については TC ミーティングおよび開会式にて伝達します。 

【競技中の抗議に関して】 

競技中の抗議は､競技終了後５分以内に選出本人が書面を持って競技委員長に提出し

てください。ただし書面での提出が間合わない場合は、当該コートの審判長に口頭に

て申し出てください。 

【斜面の設定に関して】 

１．競技斜面は、その条件を満たせる設定とします。 

２．種目の規制要領は、別途提示します。 

 

【審判員・審判方法などに関して】 



１．競技種目の採点は、公開表示により最高得点と最低得点をカットした５審判３採用

で行います。 

２．採点は、１審判あたり 100 点満点とし減点法により行います。 

３．規定違反の減点は、審判団の中で協議します。 

【大会期間中の変更に関して】 

会期中天候やその他の状況によって実施方法、コート変更する事があります。その場

合は競技役員で決定します。 

【広報・掲示などに関して】 

大会の成績及び変更内容は、指定する場所において掲示します。 

大会会期中は大会関係役員が写真を撮影します。撮影を希望しない選手は、記録係ま

たは所属する加盟団体担当者に申し出てください。大会関係役員が撮影した映像画像

等の著作権等は、全て主催団体に譲渡することとします。 

【順位の決定】 

順位の決定は、５種目で順位を決定します。 

全種目を消化できなかった場合は 1 種目以上で順位を決定します。 

※順位が同ポイントの場合 

１種目 大別当ゲレンデ（ナチュラルフリー）ポイントが高い者 

２種目 美奈ゲレンデ（ナチュラルフリー）ポイントが高い者 

３種目 美奈ゲレンデ（フリー）ポイントが高い者 

４種目 大別当ゲレンデ（リズムキープ）ポイントが高い者 

5 種目 美奈ゲレンデ（リズムキープ）ポイントが高い者の順に順位を決定し、それ 

でも決定しない場合は同順位とします。 

【順位の発表】 

 1．第１日目については、指定場所掲示に掲示します。第 2 日目については、     

閉会式にて発表します。順位の掲示については閉会式会場内に掲示します。 

 2．順位に対する抗議は、掲示開始後 30 分以内に選手が競技委員長に申し出ること。 

   30 分経過した以後は正式順位とします。 

 3．抗議が申し出された場合は、審判長以上の競技役員にて協議する。 

 【その他】 

競技中のすべての最終決定は、競技役員の決定によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【大会日程】 

● １日目 

  時間 事項 会場 

 
０９：００～１０：００ ＮＳＡ役員集合・会議 

競技本部 

（レストランヨーデル） 

 
１０：００～１１：３０ 

会場準備・資材搬入・受付準備・

音響等・本部開設準備 

上越国際スキー場 

（スクール前に掲示します。） 

 １３：１５～１５：００ 選手受付 競技本部または本部宿舎 

 

１３：１５～１５：００ 

 

１４：００～１５：００ 

コースオープン 

 

競技役員コース視察 

美奈ゲレンデ 

 

大別当ゲレンデ 

 １６：３０～ TC ミーテイング 
本部宿舎 

ホテル内（メンバーズ）  
２１：００～ 

（役員集合次第実施） 

南関東ブロック 

甲信越ブロック全体会議 

  

  

● ２日目 

  時間 事項 会場 

 ８：００～８：３０ 当日受付 スクール前 

 ８：３０～ リフト運行開始 
 

 
８；３０～ 開会式 スクール前 

９：００～９：５０ インスペクション 
 

 

９：５０～ 点呼 両コート 

１０：００～１５：００ 競技開始 

美奈ゲレンデ ① リズムキープ（整地） 

 ② フリーライディング（整地） 

 １０：００～１２：００ ③ リズムキープ（整地） 大別当ゲレンデ 

 １５：００ 競技終了 
 

 
１７：００～ TC ミーティング 本部宿舎（メンバーズ） 

１８：３０～２０：３０ 役員懇親会  ホテル内（モンテローザ） 

 

 

 



● ３日目 

 
 時間 事項 会場 

 

８：３０～ リフト運行開始  

 

８：４５～０９３０ インスペクション 
美奈ゲレンデ 

大別当ゲレンデ 

 ９：４０～ 点呼 両コート 

 
９：５０～ 

競技開始 

⑤ フリーライディング（ナチラル） 
美奈ゲレンデ 

 

 
⑥ フリーライディング（ナチラル） 大別当ゲレンデ 

  競技終了  

 

１３：３０～１４：３０ 閉会式 競技本部 

（レストランヨーデル） 

 
 

全日本スノーボード技術選手権大会 

申込手続（各加盟団体別）  

 
解散  

 

大会コートおよび施設案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【競技役員表】（案） 

 
A コート B コート 

技術代表 野田 岳人（長野県） 

競技委員長 小池 光（神奈川県） 

セクレタリー 高波 徹（新潟県） 

審判長・審判員 宮﨑 貴士（東京都） 近 匠実（新潟県） 

審判員 

内田 塁（山梨県） 林 伸次（神奈川県） 

成澤 忠（東京都） 寺島 敏（長野県） 

林 一三（新潟県） 秋田 洋明（千葉県） 

松坂 武士（神奈川県） 竹腰 可奈子（新潟県） 

点呼係 佐藤 和宏（新潟県） 山崎 義仁（新潟県） 

スタート審判 山中 和政（新潟県） 横山 敦史（新潟県） 

コース係 山本 浩二（新潟県） 田村 祐一（新潟県） 

フィニッシュ審判 岩森 一也（神奈川県） 大野 淳也（千葉県） 

放送係 甲信越ブロック（新潟県） 甲信越ブロック（新潟県） 

記録係 システム白馬 沖村 芳仁（神奈川県） 

総務主任 御園 雄太（神奈川県） 野口 修一（新潟県） 

受付係 主管団体：神奈川県・新潟県 

   
役員数 南関東ブロック 11 名（SAK 役員 1 名含む） 

 
甲信越ブロック 16 名 

 

 
その他 1 名（白馬システム） 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ローテーション表】 

第１日目 

リズムキープ（美奈ゲレンデ１種目目） 

アルペン女子  

↓ 

フリースタイル女子  

↓ 

アルペン男子  

↓ 

フリースタイル男子  

 

 

 

リズムキープ（大別当ゲレンデ１種目目） 

フリースタイル男子  

↓ 

アルペン女子  

↓ 

フリースタイル女子  

↓ 

アルペン男子               

 

フリーライディング（美奈ゲレンデ２種目目） 

アルペン女子  

↓ 

フリースタイル女子  

↓ 

アルペン男子  

↓ 

フリースタイル男子  

 

 

 

 



第 2 日目 

フリーライディング（美奈ゲレンデ３種目目） 

アルペン女子  

↓ 

フリースタイル女子  

↓ 

アルペン男子  

↓ 

フリースタイル男子  

 

 

 

 

 

 

 

フリーライディング（大別当ゲレンデ３種目目） 

フリースタイル男子  

↓ 

アルペン女子  

↓ 

フリースタイル女子  

↓ 

アルペン男子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


