２０１９／２０２０シーズン （公財）全日本スキー連盟（ＳＡＪ）・国際スキー連盟（ＦＩＳ）
事前競技者登録
事前競技者登録について（通知）
競技者登録
以前よりご案内しております通り、8月1日からはウェブ登録となります。紙媒体での事前競
技者登録も今回（2019/2020シーズン）までとなります。以後すべてウェブからの登録となり
ますので今回のみ（2019/2020シーズン）紙媒体での登録か8月1日からのウェブ登録のど
ちらかを選択して登録してください。

標記の件につきまして、下記及び別紙のとおりご案内いたします。不備のないようお願い致します。なお、長
野県スキー連盟事務局では訂正、修正は一切行いません。申込不備により、個人データが間違って登録され
た場合は、変更届により変更していただきます。登録は選手が責任をもって記入し、お申込み下さい。

記

１ 事前競技者登録対象者
ＦＩＳポイントリストＮＯ．１への掲載を希望される方、及び、サマーシーズン（主に
ＦＩＳポイントリストＮＯ．１への掲載を希望される方、及び、サマーシーズン（主に7
及び、サマーシーズン（主に7～11月中）の
11月中）のSAJ
月中）のSAJ・
SAJ・FIS公認
FIS公認
大会に参加される方は事前競技者登録をお願いします。
また、2019/2020
また、2019/2020シーズンに競技を行うことがすでに確定している方も事前競技者登録をご利用いただけま
2019/2020シーズンに競技を行うことがすでに確定している方も事前競技者登録をご利用いただけま
す。
≪注意≫
＊2019/2020シーズン
2019/2020シーズン事前競技者登録
シーズン事前競技者登録以外
事前競技者登録以外の登録
以外の登録についての
の登録についての申込みの締切りは
についての申込みの締切りは9
申込みの締切りは9月10日（火）を予定してお
10日（火）を予定してお
ります。9
ります。9月11日
11日以降は競技者登録料が変わりますのでご注意ください。
＊（例年では９月下旬に発行される）スノーボードのFISポイントリストNO2に掲載を希望される方も出来るだけ
事前競技者登録をお願いします。

＊2018/2019シーズンにてＦＩＳシングルペナルティを申請された選手は必ず2019/2020シーズンのＦＩＳＮｏ１
ポイントリストに掲載されるように事前競技者登録を行ってください。
＊登録完了後のキャンセルは受付ません。お申込みの競技の間違え等、ご注意ください。
登録完了後のキャンセルは受付ません。お申込みの競技の間違え等、ご注意ください。
スキー連盟の当該年度は８月から翌年７月までとなります。
2019/2020
2019/2020シーズンは
/2020シーズンは2019
シーズンは2019年８月１日
2019年８月１日～
年８月１日～2020年７月３１日までとなります
2020年７月３１日までとなりますのでご承知下さい。
年７月３１日までとなりますのでご承知下さい。
２ 事前競技者登録期間
登録受付締切日は所属団体を経由した申込書が（公財）長野県スキー連盟事務局に
所属団体を経由した申込書が（公財）長野県スキー連盟事務局に
2019年
2019年5月7日（火）～５月
日（火）～５月2
日（月）16：
16：00までに届いた分といたします。（
00までに届いた分といたします。（FAX
）～５月27日（月）
までに届いた分といたします。（FAXでの申込みは受付いたしま
FAXでの申込みは受付いたしま
せん。）5
せん。）5月28日以降に届いても処理は行いません。ご注意ください。
28日以降に届いても処理は行いません。ご注意ください。
「事前登録用 2019/2020各競技（ノルデ
2019/2020各競技（ノルディック・アルペン・フリースタイル・スノーボード
各競技（ノルディック・アルペン・フリースタイル・スノーボード・マスターズ・スピード
ィック・アルペン・フリースタイル・スノーボード・マスターズ・スピード
スキー）競技者登録申込書」
スキー）競技者登録申込書」を使用して、2019/2020の会員登録と競技者登録の事前手続きを行ってくださ
）競技者登録申込書」
い。なお、SAJ競技者登録を「更新」する場合、会員登録番号の記入のない申込書は受け付けられません
会員登録番号の記入のない申込書は受け付けられませんの
会員登録番号の記入のない申込書は受け付けられません
でご注意ください。また、
また、旧
また、旧年度の様式
年度の様式の競技者登録申込書ではお申込みいただけません。
様式の競技者登録申込書ではお申込みいただけません。
＊2018/2019シーズンのポイントを2019/2020シーズンへ継続できるのは、2018/2019シーズンのSAJ会員登
録・競技者登録を済まされた方になります。2018/2019
2018/2019シーズン
2018/2019シーズンに
シーズンにSAJ会員登
SAJ会員登録
会員登録・競技者登録を
・競技者登録をされていな
い方のポイントは継続されませんのでご注意ください。
い方のポイントは継続されません
＊事前競技者登録期間終了後、8
8月1日（開始予定）の2019/2020
日（開始予定）の2019/2020シーズンの
2019/2020シーズンの会員登
シーズンの会員登録受付開始まで一定
会員登録受付開始まで一定
期間は、競技者登録を行うことができませんのでご了承ください。
期間は、競技者登録を行うことができません
３ 登録料の支払い

≪注意≫
所属団体によって異なりますのでご注意ください。
＊スキークラブ
後日、送金案内書を送付いたしますのでその際に送金してください。
今回の事前登録申込と一緒に絶対に送金しないで
今回の事前登録申込と一緒に 絶対に送金しないで下さい。
絶対に送金しないで 下さい。
万が一納入された場合、手数料をいただき返金させていただきますのでご了承下さい。
＊中・高校
2019/2020シーズン
2019/2020シーズン事前
シーズン事前登録用送金案内書
事前登録用送金案内書に記載し
登録用送金案内書に記載し2019
に記載し2019年
2019年5月7日（火）～５月27
日（火）～５月27日（月）
27日（月）16
日（月）16：
16：00まで
00まで
に納入願いします。
４ 登録完了
事前登録用2019/2020 各競技 登録申込書を提出し、ウェブ上の競技ごとのバイオグラフィーから、氏名又
は競技者番号で検索し、「登録済み」と表示されていれば登録完了になりますので必ず確認してください。
その際、登録申込書が（公財）長野県スキー連盟からSAJ
その際、登録申込書が（公財）長野県スキー連盟からSAJへ送付後となります
SAJへ送付後となりますのでご了承ください。
へ送付後となりますのでご了承ください。
５ 競技者登録申込書
ＳＡＪ競技データバンクより、「事前登録用 2019/2020 各競技登録申込書」がＰＤＦにて使用できます。「お
知らせ」より、登録申込書をダウンロードし印刷してください。
（「登録・申請」 新規登録（事前）または更新登録（事前）よりＷＥＢ上で直接入力したものを印刷できる申込
み様式は5月20日頃より使用できます。）
更新の場合は、競技者番号を入力すると各項目（公開情報のみ）が表示されます。先シーズンから変更が
ある場合は訂正してください。
新規登録の場合は、すべての項目を入力（記入）してください。なお、更新の方で
更新の方で会員番号の入力（記入）
更新の方で会員番号の入力（記入）
のない申込書は受付けられません。会員番号はお手元の会員証、または所属加盟団体担当者にてご確認
のない申込書は受付けられません。
ください。また、旧様式（旧年度の様式等）の申込書も受け付けられません。

６ 選手宣誓
SAJ及び
SAJ及びFIS
及びFISへ登録する競技者は、選手宣誓書の提出が必須条件です。
FISへ登録する競技者は、選手宣誓書の提出が必須条件です。
本人の署名がない、未成年の方で
本人の署名がない、未成年の方で保護者の署名（保護者署名欄は、所属コーチ及び監督等は不可）がな
、未成年の方で保護者の署名（保護者署名欄は、所属コーチ及び監督等は不可）がな
い等の不備がある場合は、SAJ
い等の不備がある場合は、SAJ・
SAJ・FIS公認大会への出場は認められません。
FIS公認大会への出場は認められません。
SAJ競技者登録とFIS競技者登録に、それぞれ署名が必要になります。
ＳＡＪ宣誓書は有効な書類が提出されていれば再度の提出は結構です。ただし、前シーズンの登録をされ
ていない方、加盟団体を移動しての移籍登録者についてはあらためて宣誓書のご提出をお願いいたしま
す。ＦＩＳ登録者は毎回提出をお願いします。
ＦＩＳ登録者は毎回提出をお願いします。
７ 未成年（満18歳以下）競技者のドーピング検査実施について同意書の提出について
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）の規定に従い、未成年（満18歳以下）の競技者につい
ては親権者の署名がある同意書の提出を義務付けることになっています。登録申込みの際に署名・捺印を
した同意書のご提出をお願いします。
＊ＪＡＤＡの規定変更に伴い、未成年の扱いが満
＊ＪＡＤＡの規定変更に伴い、未成年の扱いが満18
定変更に伴い、未成年の扱いが満18歳以下となっております。ご注意ください。
18歳以下となっております。ご注意ください。
なお、一度提出された方は
一度提出された方は18
一度提出された方は18歳を過ぎるまでの再度のご提出は必要ありません。
18歳を過ぎるまでの再度のご提出は必要ありません。
８ 複数競技の登録について
２競技以上に登録をする場合は、申込書はそれぞれ１枚ずつ作成してください。競技者登録料もそれぞれ
発生します。ただし、例外として、ノルディック競技の申込書は、ジャンプ、コンバインド、クロスカントリーで同
じ書類（１枚）を使用します。SAJ競技者登録料も１競技分です。（FIS競技者登録料はジャンプ、コンバインド、
クロスカントリーそれぞれ１競技ごとに登録料が発生します。）
《注意》
＊クロスカントリーリレーに出場する場合は、クロスカントリーの競技者登録が必要です。

以下、記載内容について説明します。
① 登録区分
会員登録：「新規」「継続」「移籍」の３つの登録形態があります。
初めて会員登録をされる方、前年度会員登録をしてない方は「新規」、前年度会員登録をされ所属団体の
変更のない方は「継続」、前年度会員登録をされ所属団体を変更される方は「移籍」を○で囲んでください。
前年度会員登録をされて学校を卒業し、新１年生は「移籍」になります。
SAJ競技者登録：「新規」「更新」の２つの登録形態があります。
競技者登録申込書の「新規」「更新」のいずれか該当する方を○で囲んでください。「申込済」とは、既に当
該シーズンSAJ登録を申込済みで、FIS競技者登録を追加する場合です。
FIS競技者登録：「新規」「更新」の２つの登録形態があります。いずれか該当する方を○で囲んでくださ
い。
《注意》
FIS公認大会に出場する予定のない競技者が、間違ってFIS登録に○をつけてしまった場合、登録料が発
生しますのでご注意ください。登録が完了してしまうと変更、キャンセルはできません。また、FIS競技者登
録ができない年齢で申込みをされる方も見受けられますので、添付資料「FIS競技者登録可能年齢一覧
表」で必ず確認してください。
＊ SAJ、FISそれぞれ当該年度において全く初めて登録をする方は「新規」になります。
＊ SAJ競技者番号は2008/2009シーズン以降は永久番号になっていますので、番号を持って
いる方は、「更新」になります。（登録していないシーズンがあっても「更新」になります。）番号を持ってい
ない方は「新規」になります。
＊ FIS競技者番号は、永久番号のため、一度でも登録したことがある方は「更新」になります。
（登録していないシーズンがあっても「更新」になります。）

② SAJ会員登録
競技者登録をする全ての競技者は、SAJ
競技者登録をする全ての競技者は、SAJ会員登録をしてなければなりません。
SAJ会員登録をしてなければなりません。初めて会員登録される方以
会員登録をしてなければなりません。
外は、必ず
、必ずSAJ
、必ずSAJ会員番号を入力（記入）
SAJ会員番号を入力（記入）してください。
会員番号を入力（記入）
更新の場合は、加盟団体を移籍してもSAJ会員番号は変更になりません。

③ SAJ競技者番号
更新の方のみ記入してください。

④ FIS競技者番号
更新の方のみ記入してください。

⑤ 加盟団体名
「長野県スキー連盟」
長野県スキー連盟」と入力（記入）してください。SAJ会員登録をする団体と競技者登録をする団体は、同
一でなければなりません。

⑥ 氏名
フリガナ、姓名、ヘボン式ローマ字を記入してください。

⑦ 生年月日
西暦で記入してください。
西暦で記入
⑧ 性別
「男」・「女」を選択し○で囲んでください。

⑨ 電話番号・携帯番号

登録処理、運営上の理由で問い合わせをする場合がありますのでご了承ください。

⑩ 住所
更新の方で変更がある場合は修正をお願いします。新規の方は入力（記入）をお願いします。

⑪ 所属名
所属名は、「所属団体名」、「学校名・チーム名」と２つ記入する欄があります。所属団体名ではな
所属団体名ではない所属名
所属団体名ではない所属名
を使用する場合は、「学校名・チーム名」にも記入してください。
所属団体名：長野県スキー連盟に登録している（SAJ登録会員証に記載されている）所属先名称のことで
す。所属団体一覧コード表（ウェブ上のSAJデータバンク→登録・申請→所属団体一覧参照）から、自分の
所属団体コードを検索し、６桁の数字を正しく入力（記入）してください。コード表に所属団体がない場合に
は、新規登録手続き中の場合が考えられますので、手書きで団体名称を記入してください。
学校・チーム名：競技者登録で使用する所属先名称のことです。
競技者登録で使用する所属先名称のことです。バイオグラフィー、スタートリスト、リザルト、
競技者登録で使用する所属先名称のことです。
ポイントリストに掲載される名称です。学校名・チーム名一覧コード表（ウェブ上のSAJデータバンク→登録・
申請→学校名・チーム名一覧コード表参照）から、自分の所属する学校名・チーム名コードを検索し、６
桁の数字を正しく記入してください。なお、学校名・チーム名の記入がない場合には、所属団体名がバイ
なお、学校名・チーム名の記入がない場合には、所属団体名がバイ
オグラフィー、スタートリスト、リザルト、ポイントリストに掲載されます。
《注意》
2013/2014シーズンから、学校名・チーム名は登録制となりました。学校名・チーム名一覧に名称がない場
合は、県連事務局までご連絡下さい。「学校名・チーム名登録申請書」を送付いたします。なお、学校名・
チーム名は、‘競技者登録 所属名称・チーム名記入についてのルール’（SAJデータバンク参照）に基づ
いて入力しますので予めご了承ください。

＊学校名・チーム名一覧コードは2015/2016
学校名・チーム名一覧コードは2015/2016シーズンより新しく整備し直しました。新しいコード
2015/2016シーズンより新しく整備し直しました。新しいコード
番号を確認し記入してください。
⑫ カテゴリー区分
該当する年代別の区分を○で囲んでください。

⑬ 学年
小・中・高・大学生は学年を記載してください。

８ その他
① 今後、追加・変更案内等がＳＡＪよりあった場合は（公財）長野県スキー連盟のホームページにてお知
らせいたしますのでご了承ください。
② 資格の削除
所持資格の削除をされたい方は、「資格返上届」を競技者登録申込書に添付し送付してください。（新年
度での登録表はでは削除できません。）一度削除された資格は、同年度内でも再度の追加登録することが
一度削除された資格は、同年度内でも再度の追加登録することが
できませんのでご注意ください。

③ 保険の加入
競技者につきましては保険への加入が必要となりますので各自ご手配願います。
④ FISマスターズ競技者登録料
2018年に開催されたFIS総会においてマスターズに関しても「登録料」の徴収が決定致しました。
現時点ではそのルールがいつから適用されるか未決定ですが2019/2020シーズンより実施される
可能性がございます。その場合は適用決定後、対象者にご請求させていただきますのでご理解のほ
ど宜しくお願いします。つきましては、FISマスターズレースに出場予定の方のみご登録していた

だくようお願いします。

⑤ 書類不備なものは受付致しませんのでご了承願います。
＊不明な点がありましたら、長野県スキー連盟事務局 佐藤までお問い合わせ下さい。
ＴＥＬ 026-264-5888
⑥ 今年度（平成31度・2018/2019シーズン）の未登録者の最終受付は2019
2019年
2019年5月13日（
13日（月
日（月）（公財）長野県ス
キー連盟事務局必着とさせていただきます。
キー連盟事務局必着
以上

