
１．主　　 催 (公財)全日本スキー連盟

２．主　　 管 (公財)北海道スキー連盟・小樽スキー連盟

第３８回全日本マスターズスキー選手権小樽大会実行委員会

３．後　　 援 北海道、(公財)北海道体育協会、小樽市、小樽市教育委員会、NPO法人小樽体育協会

(一社)小樽観光協会、（株）北海道新聞小樽支社、NPO法人朝里まちづくりの会

朝里川温泉組合、㈱アンビックス

４．協　　 賛 ㈱ＩＣＩ石井スポーツ、アメアスポーツジャパン㈱アトミック事業部、北海道旅客鉄道㈱

５．協　　 力 朝里川温泉スキー場、（一財）おたる自然の村公社

６．期　　 日 平成２６年３月７日(金)～３月９日(日)

７．会　　 場 北海道小樽市朝里川温泉スキー場　

北海道小樽市からまつ公園運動場

８．競技種目 (１)アルペン競技／ジャイアントスラローム（男子・女子）

(２)クロスカントリー競技／クラシカル・フリー（男子・女子）

９．参加資格 (１)(公財)全日本スキー連盟の大会に参加するものは、アルペン、クロスカントリーとも

 　競技者管理登録済み且つ、平成２５年１２月３１日までに満３０歳以上であること。

(２)各都道府県スキー連盟が推薦した者であること。

(３)健康診断を受けて健康である者。（競技規則第221 条）

(４)スポーツ傷害保険、またはそれに準ずる保険に加入済みの者であること。

１０．参加人数 (１)ジャイアントスラローム

　①各都道府県とも各組10 名以内とする。ただし開催県は各組15 名以内を原則とする。

　②参加申込が大幅に増加し運営が困難と認められたときは、日程変更をすることがある。

(２)クロスカントリー

　 ①参加人数の制限はない。

The ３８th ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ＭＡＳＴＥＲＳ ＳＫＩ ＣＯＭＰＥＴＩＴＩＯＮ

ＩＮ OTARU

第３８回全日本マスターズスキー選手権小樽大会

開 催 要 項
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１１．参加申込 (１)申込期限 平成２６年２月  ７日（金）

(２)抽選日 　平成２６年２月２３日（日）

(３)参加料 １０，０００円（但し、１戦のみ参加は５，０００円）

(４)申込書送付先

　〒060-0004　北海道札幌市中央区北４条西４丁目 伊藤ビル７階


　ＪＲ北海道法人旅行札幌支店内

(５)振込先　北洋銀行 小樽中央支店 普通口座　4269350

　口座名義 第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会実行委員会

　(ﾀﾞｲ38 ｶｲ ｾﾞﾝﾆﾎﾝﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰｾﾝｼｭｹﾝ ｵﾀﾙﾀｲｶｲ ｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ)

(６)申込様式　大会実行委員会事務局から送付した申込書に限る。（コピー可）

 　①様式１：個票

 　②様式２：参加申込一覧表

　　　 アルペン、クロスカントリーに分けて記入すること。

   ③申込書には、参加料を納付した振込受領書のコピー及び送金表（様式３）

　　   を添付すること。

 　④宿泊申込みは、様式３-1 により申し込むこと。

   ⑤リフト券申し込みは、様式４により申し込むこと。

   ⑥申込みは各都道府県連盟で申し込むこと。個人申込みは受け付けません。

(７)代表者

   ①都道府県連盟は代表者を指定して、申込書に明記すること。

   ②代表者とチームキャプテン（チームキャプテンミーティングに参加するもの）は、重複

　 　しても良い。

(８)その他 納入した参加料、パーティー料は理由の如何に関わらず返金しない。

１２．事 務 局 (１)大会事務局

    〒047-0024  北海道小樽市花園４丁目１番16号

    小樽スキー連盟内 　TEL 0134-23-9703 　FAX  0134-23-9703

  「第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会実行委員会事務局」

    問い合わせ　TEL　０９０－６４４９－７１６８　（9：00～17：00土・日・祭日・年末年始お休み）

(２)受付担当

     〒060-0004　北海道札幌市中央区北４条西４丁目伊藤ビル７階

　  ＪＲ北海道　法人旅行札幌支店内「第３８回全日本マスターズスキー選手権小樽大会ﾃﾞｽｸ」

　  　TEL 011-223-5740 (9:00～17:30 土・日・祝休み )　FAX 011-280-8386

   　※配宿及び各都道府県への宿泊通知並びに宿舎との調整は、ＪＲ北海道が行います。

(３)レースオフィス

　アルペン（３月３日開設予定）　　　　 　TEL　０９０－６４４３－９６５２　　９：００～１７：００

　クロスカントリー（３月３日開設予定）   TEL　０９０－２８７１－００７５    ９：００～１７：００

第38回全日本マスターズスキー選手権小樽大会デスク

TEL 011-223-5740    FAX  011-280-8386
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１３．組　　別

Ａ 30 歳代 30 歳代

グ 35 歳代 35 歳代

ル 40 歳代 40 歳代

｜ 45 歳代 Ｃ 45 歳代

プ 50 歳代 グ 50 歳代

55 歳代 ル 55 歳代 

Ｂ 60 歳代 ｜ 60 歳代

グ 65 歳代 プ 65 歳代 

ル 70 歳代 70 歳代

｜ 75 歳代 75 歳代

プ 80 歳代 80 歳代

85 歳以上 85 歳以上

※Ａグループ 男子３０歳～５９歳        Ｂグループ 男子６０歳以上        Ｃグループ 女子全員

１４．競技日程・会場

（1）アルペン競技

日　　付

公式練習 女子Ｃグループ 朝里川温泉ｽｷｰ場ｸﾞﾘｰﾝ･ﾚｯﾄﾞｺｰｽ

公式練習 男子Ｂグループ              〃

3月7日 公式練習 男子Aグループ       11:10～12:30              〃

(金) 組織委員会      　   14:30～ 小樽市民センター  ３Ｆ研修室

ｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ      　   15:30～ 　　　  　　〃　　　    1F ﾏﾘﾝﾎｰﾙ　

開会式       　  16:30～ 　　　  　　〃　　　    1F ﾏﾘﾝﾎｰﾙ　

パーティー 北海あぶりやき運河倉庫

ＧＳ第1戦 女子Ｃグループ 　          9:00～ 朝里川温泉ｽｷｰ場ｸﾞﾘｰﾝ･ﾚｯﾄﾞｺｰｽ

3月8日       〃 男子Ｂグループ 　          9:45～              〃

(土)       〃 男子Aグループ           12:15～              〃

      〃 表彰式              〃            ｶﾞﾙﾁｯｸﾊｳｽ２Ｆ

ＧＳ第２戦 女子Ｃグループ           　9:00～ 朝里川温泉ｽｷｰ場ｸﾞﾘｰﾝ･ﾚｯﾄﾞｺｰｽ

3月9日       〃 男子Ｂグループ 　          9:45～              〃

(日)       〃 男子Aグループ           12:15～              〃

      〃 表彰式              〃            ｶﾞﾙﾁｯｸﾊｳｽ２Ｆ

※ｺｰｽｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝの入場制限は、各ｸﾞﾙｰﾌﾟ開始より20分間とし、必ずスタートから入場する事

会　　場

各グループ終了後

内　　容 時間(予定)

　8:30～ 9:10

　9:20～11:00

       　 18:00～

各グループ終了後

S.09.1.1～S.13.12.31 S.09.1.1～S.13.12.31

S.04.1.1～S.08.12.31 S.04.1.1～S.08.12.31

S.03.12.31 以前 S.03.12.31 以前

S.24.1.1～S.28.12.31 S.24.1.1～S.28.12.31 

S.19.1.1～S.23.12.31 S.19.1.1～S.23.12.31

S.14.1.1～S.18.12.31  S.14.1.1～S.18.12.31 

S.39.1.1～S.43.12.31 S.39.1.1～S.43.12.31

S.34.1.1～S.38.12.31 S.34.1.1～S.38.12.31

S.29.1.1～S.33.12.31 S.29.1.1～S.33.12.31

S.54.1.1～S.58.12.31 S.54.1.1～S.58.12.31

S.49.1.1～S.53.12.31 S.49.1.1～S.53.12.31

S.44.1.1～S.48.12.31 S.44.1.1～S.48.12.31

男子組別  生年月日 女子組別 生年月日
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（２）クロスカントリー競技

日　　付

公式練習 小樽市からまつ公園運動場

3月7日 組織委員会        14:30～ 　      　小樽市民センター３Ｆ研修室

(金) ｸﾛｶﾝﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ        15:30～ 　　　   〃　　　  　 ３Ｆ研修室

開会式        16:30～ 　　　   〃　　　 　  1F ﾏﾘﾝﾎｰﾙ

パーティー        18:00～ 北海あぶりやき運河倉庫

3月8日 第１戦（クラシカル） 小樽市からまつ公園運動場

(土) 第１戦表彰式                　　〃

3月9日 第２戦（フリー） 小樽市からまつ公園運動場

(日) 第２戦表彰式                　　〃

＊最終的な競技時間は、３月７日のチームキャプテンミーィングで発表する。

１５．競技方法 (１)全日本スキー連盟競技規則最新版による。

　ただし、SAJ公認ﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰ競技会実施要領及び本大会要項に定められたものが優先する。

(２)アルペン競技（ジャイアントスラローム種目）

   ①１日１本レースとし、２日間にわたって競技し第１戦、第２戦についてそれぞれ成績を決める。

 　②クラッシュヘルメットを着用すること。

(３)クロスカントリー競技

　 ①男子３０歳～７４歳並びに女子３０歳～５９歳の各組は５km とし、男子７５歳以上並びに

  　  女子６０歳以上の各組は３km とする。

   ②第１戦はクラシカル走法、第２戦はフリー走法とする。

１６．安 全 面 競技者の健康と安全を第一に次のことを考慮する。

悪天候、雪のコンディション、コースの準備状況又は、競技中視界不良等の危険が伴う場合

は、ジュリーによって競技の続行、中断、延期、中止の判断が行なわれる。

１７．スタート順 (１)ジャイアントスラローム

　①第１戦、第２戦ともにＳＡＪマスターズポイントを採用する。

　②各組３０名以上のエントリーがある場合は、上位１５名を第１シードとしてドローし、

   　以下はポイント順のスタートとする。その後に無ポイント者をドローする。

　③各組３０名未満のエントリーの場合は、上位５名を第１シードとしてドローし、以下は

      ポイント順のスタートとする。その後に無ポイント者をドローする。

  ④気象条件を判断し選手の安全を確保するため、ジュリーはスタート順を変更することがある。

(２)クロスカントリー

　①年齢の若い組からスタートし、各組の年齢の若い順でスタートする。

内　　容 時間(予定)

10:00～12:00

10:00～12:00

　　全競技終了後　　      　

10:00～12:00

　　全競技終了後　　      　

会　　場
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１８．表　　 彰 (１)第１戦、第２戦のそれぞれ各組の１位から３位に賞状及びメダル、４位から１０位までに

    賞状を授与する。

(２)アルペン競技の表彰は各グループ終了後、現地にて行なう。クロスカントリー競技は、

    全種目終了後、現地にて行なう。

(３)２０回以上出場した者（連続でなくともよい）を表彰する。該当者は参加申込時に自己申

     告すること。表彰は大会実行委員会からパーティー時に行なう。

１９．宿　　 泊 (1)宿泊については、ＪＲ北海道に一任すること。

　 個人又は団体独自（エージェント含む）に予約することは認められません。

　 ＪＲ北海道に一任しない場合は参加を認めません。また宿泊途中での宿泊変更も認め

　 られませんのでご了承下さい。

(2)宿泊の申込みについて

　 ①申込期日、申込先については「要項１１．参加申込」を参照のこと。

　 ②申込様式は大会事務局にて送付した申込書（様式３-１）を使用すること。（枚数に

　　 不足が生じた場合はコピー可）

　 ③宿泊料金

　　 カテゴリーＡ：１１，０００円（バス・トイレ付　洋室２名１室にて対応）

　　 カテゴリーＢ：１０，０００円（バス・トイレ付　洋室または和室３名以上にて対応）

　　 カテゴリーＣ：　８，８００円（アウトバス・トイレ２名以上にて対応）

　　 ＊料金に含まれているもの/①宿泊代金(１泊につき１夕食・１朝食）②消費税等諸税

　　 ＊シングル希望の場合は２，０００円ＵＰとなります。（カテゴリーＡおよびＣにのみ対応）

　　 ＊宿泊施設の駐車料金は含まれておりません。

　　 ＊宿泊施設は小樽市内（朝里川温泉・小樽築港地区・小樽駅前地区）となります。

　　 ＊夕食欠食による差額返金はできかねます。

(ただし、パーティ参加の場合は差額返金いたします)

(3)宿泊約款

　　宿泊取り消しの場合（人数減も含む）は、宿泊約款に準じて下記の取消料を請求します。

　　下記は、１泊に対しての取消料です。（参考）

取消料

※利用開始の前日から起算して15日以前の取消には取消料がかかりません。

※宿泊の取消については、電話でお受けいたしません。必ず申込書（様式３-１）にて取消

　 してください。

宿泊代金の100%

区分
利用開始日の前日から起算して

旅行開始日前日の解除
14日前～8日前までの解除 ７日前～2日前の解除

旅行開始日当日の解除
利用開始後・無連絡不参加

宿泊代金の10% 宿泊代金の20% 宿泊代金の30%
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 (4)無料送迎バスについて

　 ①各宿泊施設から会場間までを無料送迎バスの運行を行います。利用する場合は、

　　 申込書（様式３－１）に記載して下さい。

　 ②無料送迎バスを利用できる範囲は、選手のみとします。視察員・応援者等は、

　　公共交通機関を利用してください。

　 ③無料送迎バスについては、３月７日～３月９日のみの運行です。

　 ④運行時間は、競技進行に合わせて運行予定です。尚、乗り遅れによる保証はいたしません。

(5)パーティ参加の場合

　 ３月７日（金）のパーティ参加者は、宿泊に夕食が付きませんのでご了承下さい。

　また、その場合参加される方のみ3月7日の宿泊料金から２，０００円を差し引いた額が宿泊

　料金となります。

　　　（例）　Ｂカテゴリー　１０，０００円－２，０００円＝８，０００円

(6)宿泊通知並びに請求書を平成２５年２月２１日（金）までに各団体へ送付致します。

(7)宿泊等料金の支払は、都道府県選手団の責任者が請求書記載の振込期日までに、

　 ＪＲ北海道に支払うこと。（振込先は請求書にて連絡致します。）

２０．弁　　当 (1)昼食弁当は、１個６５０円にて事前受付いたします。申込書（様式３－１）に記載してください。

(2)引き渡しは、アルペン競技会場またはクロスカントリー競技会場内にて１１：００～１３：３０の間

　 にお渡しいたします。

(3)お弁当は、日替わり幕の内弁当です。飲み物はついておりません。

２１．パーティー (1)パーティー参加費は６，０００円。宿泊料金と合わせてＪＲ北海道に納入してください。

    尚、不参加となった場合でも返金いたしませんのでご了承願います。

(2)パーティーは原則として大会参加者全員（応援、視察員等は自由）参加することとします

　 が、参加者多数の場合には、各都道府県ごとに人数制限を設けます。この場合のみ参加料

 　を返金いたします。

(3)パーティー参加者は、必ずＩＤカードを持参の上参加してください。

２３．そ の 他 傷害処置について、主催者は応急手当を行うが、その後の責任は負いません。

２２．ビブ等の配布　ビブ及びプログラム等をチームキャプテンが宿泊する施設に配布します。
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２４．リフト券について

(1)申込み

　　各都道府県単位で購入の場合は様式４をＦＡＸ又は郵送にてお送りください。

　　個人での購入の場合は事前申込みの必要はありません。

(2)引換え

　　　 　　各都道府県単位ごと又は個人にて、朝里川温泉スキー場センターハウス１Ｆ事務室　

　　で現金にてお願いします。

(3)販売時間

　　　　 　　３月６日　８時３０分～１５時　　３月７日　リフト運行開始３０分前～１５時

　　３月８日、９日　リフト運行３０分前から９時までの販売

(4)リフト代

　　　　 　　４日券・・・８，８００円 　　３日券・・・６，６００円

　　２日券・・・４，４００円 　　１日券・・・２，２００円

　　※３月８日、９日は販売場所が変更となる場合があります。

(5)使用期間

　　　　 　　３月７日から１０日まで、使用開始日から連続の日数券となります。

(6)その他

　　　　 　　ＩＤカードの着用だけでは乗車できません。必ずリフト券の発行を受けて下さい。

(7)問い合わせ

　　　　 朝里川温泉スキー場　センターハウス１Ｆ事務室

　電話：０１３４－５４－０１０１

　ＦＡＸ：０１３４－５４－００９５

※リフト券に関するご質問については、直接朝里川温泉スキー場へお尋ねください。
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