
１.主　 　  催　　(公財)長野県スキー連盟　　　
２.主　　   管　　飯山市スキークラブ　　　　
３.公　　 　認　　(公財)全日本スキー連盟　
４.共　　   催　　斑尾高原スキー場・斑尾高原観光協会　　　
５.協　　   力　　斑尾スポーツアカデミー・斑尾高原ホテル　　　
６.期　　   日　　平成２９年３月１４日(火)～１６日(木) 　　　　
７.会　　   場　　斑尾高原スキー場 　　　　
８.競 技 種 目　  GS（ジャイアントスラローム）競技　２連戦 　　　

９.日　　   程
内　　容 時　　間 会　　場

ポール練習会受付 １２：３０～１３：００ レストランハイジ

ポール練習会（タイム計測） １３：００～１５：００ チャンピオンコース

開会式・選手会 １６：００～ 斑尾高原ホテル

(当日受付) ７：３０～８：００ レストランハイジ

第１戦・競技開始 ９：３０～ チャンピオンコース

表彰式･選手会 １５：００～ 斑尾高原ホテル
ウェルカムパーティー(宿泊者のみ) １８：００～１９：３０ 山の家

(当日受付) ７：３０～８：００ レストランハイジ

第２戦・競技開始 ９：３０～ チャンピオンコース

表彰式･閉会式 競技終了後 斑尾高原ホテル

年　　齢 組　　別 年　　齢

３０～３４ ６０歳代 ６０～６４

３５～３９ ６５歳代 ６５～６９

４０～４４ ７０歳代 ７０～７４

４５～４９ ７５歳代 ７５～７９

５０～５４ ８０歳代 ８０～８４

５５～５９ ８５歳以上 ８５～

１４．宿泊

　　ばポイント対象レースになります。該当者は申込書にマスターズ競技者管理Noを必ず記入してください。

３/１４(火)

　   【２戦参加料・パーティー参加料・3/15宿泊料（1泊朝食付き）・リフト2日券を含む】

　　■２泊３日パック／２９，０００円（ペンションタイプ）・３８，０００円（斑尾高原ホテル）

　　 【２戦参加料・パーティー参加料・3/15宿泊料（1泊朝食付き）・3/14宿泊料（1泊2食付き）・リフト3日券を含む】

　　■１泊２日パック／２０，０００円（ペンションタイプ）・２４，０００円（斑尾高原ホテル）

３５歳代

　①３０歳以上の男女とする。年齢は平成２９年１月１日現在の満年齢。

　②全日本スキー連盟の登録会員であること。なお、SAJマスターズ競技者管理登録済みの選手はポイントレースの対象となる。

　③健康診断を受けて健康である者（SAJ競技規則第２２１条）。

　②宿泊者用特別パック

　③安全対策　安全確保のため、必ずスキーブレーキを装備するとともに、クラッシュヘルメットを着用すること。

１５.そ の 他

　②表　　彰　男女別、年代別に第６位まで賞状を授与する。

　①本競技会は、マスターズポイント対象レースですので、本年度のＳＡＪ登録並びにマスターズ競技者登録が完了していれ

１１.競技方法

１２.参加資格

　③スタート順は安全を考慮し、高年齢順とする。

　　だくことになります。宿泊施設は本部にて斡旋しますので、直接宿泊予約を取らないようご注意ください。

　②本大会は斑尾高原観光協会スノースポーツ実行委員会の運営のため、この実行委員会加盟の宿泊施設をご利用いた

　④スポーツ傷害保険又はこれに準ずる保険に加入済みの者であること。

　④申 込 先　 〒389-2257　長野県飯山市斑尾高原　斑尾高原観光協会　「第11回斑尾マスターズスキー大会」事務局　宛

　　　　　　  TEL 0269-64-3222　FAX 0269-64-3959　　URL http://madarao.tv

　①全日本スキー連盟競技規則最新版による。但し、本大会に定められたものを優先する。

　②１日２本の滑走による合計タイムで成績を決定する。ただし、気象条件等により１本の滑走になることもある。

　※申し込み後のキャンセルにつきましては、大会参加料はお返しできません。

　　務局宛に現金書留にて申し込むこと。

１３.参加申込

　②申込方法　所定の参加申込書に必要事項を記入の上、参加料（宿泊参加の場合はパック料金）を添えて、下記事務

　①参 加 料　１戦につき５，０００円（大会協力金含む）

　※納入された参加費はレースキャンセルの場合も含め、理由の如何に関わらず返金できませんのでご了承ください。

　①別紙宿泊申込書にご記入の上、大会申込書といっしょにお送りください。

（財）全日本スキー連盟Ｂ級公認

第11回 斑尾マスターズスキー大会　開催要項

５０歳代

※ 気象条件により日程等変更する場合もある。

１０.組　　  別

４０歳代

月　　日

５５歳代

　③申込締切　平成２９年２月２８日(火)までに下記事務局必着のこと。

４５歳代

３/１６(木)

３/１５(水)

３０歳代

組　　別

  ※シングル利用は1泊につき１，０００円ＵＰとなります。



（リフト２日券付き）

宿泊参加
（1泊2日パック）

（リフト券なし）

宿泊参加
（1泊2日パック）

（リフト３日券付き）

宿泊参加
（２泊３日パック）

（リフト券なし）

宿泊参加
（２泊３日パック）

⑤ 日帰り参加

性　別

ＳＡＪ会員
登録番号

ＳＡＪﾏｽﾀｰｽﾞ
ポイント

所属団体名

自宅電話番号

携帯電話番号

加入傷害保険
証書番号

氏　名

ﾛｰﾏ字

競技者管理No

加盟団体名

現住所

ＳＡＪﾏｽﾀｰｽﾞ

生年月日
（西暦で記入）

組　別

１９　　　　．　　　．　　　生

参加費に含まれるもの：２戦参加料・パーティー参加料・3/15宿泊料（1泊朝食付き）

参加費に含まれるもの：２戦参加料・パーティー参加料・3/15宿泊料（1泊朝食付き）・3/14宿泊料（1泊2食付き）・リフト3日券

④

※日帰り参加の場合は、リフト券はご自身にてお買い求めください。

※上記③および④のプランの場合、シングル利用の場合は２，０００円アップとなります。

□　斑尾高原ホテル￥３８，０００（２名以上１室）③

□　ペンションタイプ￥２０，０００（２名以上１室） □　斑尾高原ホテル￥２４，０００（２名以上１室）

□　ペンションタイプ￥１６，０００（２名以上１室） □　斑尾高原ホテル￥２０，０００（２名以上１室）

参加費に含まれるもの：２戦参加料・パーティー参加料・3/16宿泊料（1泊朝食付き）・リフト2日券

※上記①および②のプランの場合、シングル利用の場合は１，０００円アップとなります。

□　ペンションタイプ￥２９，０００（２名以上１室）

※申し込み後のキャンセルにつきましては、大会参加料はお返しできません。宿泊パックの場合はパック料金から大会参加料と事務手数
料（500円）を差し引いた金額をお返しします。

参加費に含まれるもの：２戦参加料・パーティー参加料・3/15宿泊料（1泊朝食付き）・3/14宿泊料（1泊2食付き）

□　ペンションタイプ￥２３，０００（２名以上１室） □　斑尾高原ホテル￥３２，０００（２名以上１室）

参加申し込みをするものに、レ点をご記入下さい。（宿泊参加の方は別紙「宿泊申込書」にもご記入ください）

【ご注意】

　　　　　　　　　　　　　　　　　歳　代 男　子　･　女　子

〒

誓 　　 約　　 書

　　　　　この度、第11回斑尾マスターズスキー大会に参加するに当たり、

※記載された個人情報については、大会関連業務以外には使用いたしません。

　　　　　大会中の不慮の疾患や生命に関わる重大な事故など、すべて自己の責任とし、

平成　　　年　　　月　　　日

　　　　　主催者に対しては、なんら御迷惑をお掛けいたしません。

                           　　　　　　　　　　　　　　                  本人署名                 　　　　　　　　印

□　第1戦(3/15のみ ￥５，０００

加入傷害保険
会社名

本用紙に参加料（宿泊者はパック料金）を同封の上、現金書留にてお送りください。宿泊参加の方は別紙の「宿泊申込書」も
いっしょにお送りください。

ﾌﾘｶﾞﾅ

①

②

（財）全日本スキー連盟Ｂ級公認

第11回 斑尾マスターズスキー大会参加申込書

　　　　都 道 府 県 スキー連盟

□　両日とも ￥１０，０００□　第2戦(3/16)のみ ￥５，０００



（ご注意ください！）

①～④の項目全てにお答えください。

①　宿泊パック
ご希望の宿泊パックを
チェックしてください。

※宿泊パックに含まれる内容については、参加申込書をご参照ください。

②　部屋利用

お名前

お名前

お名前

③　同宿選手

お名前

お名前

お名前

お名前

お名前

④　希望宿泊施設
あり・なしのどちらかをチェッ
クしてください。希望施設が
ある場合は、下記より選び、
施設名を記入してください。

施設名

宿泊施設一覧

64-3661

□　１泊２日　ペンションタイプ　 □　１泊２日　斑尾高原ホテル　

氏　　　　　名

P.TOB’S　HOUSE 64-3451

施設名 電話番号

P.グリーングラス 64-3650

第11回 斑尾マスターズスキー大会　宿泊申込書

「斑尾マスターズスキー大会」にお申し込みいただき、ありがとうございます。大会開催にあたり次のとおり統一の宿
泊パックを設定させていただきました。なお、本大会は斑尾高原観光協会スノースポーツ実行委員会の運営のた
め、この実行委員会加盟の宿泊施設をご利用いただくことになります。下記にご記入の上、申込書といっしょにお送
りください。

ご希望の宿泊施設がある場合でも、宿に直接宿泊予約を取らないようご注意ください。この宿泊申込書に基づき、
大会本部にて宿泊施設の斡旋をさせていただき、後日予約内容をお知らせいたします。

シングル利用・相部屋のど
ちらかをチェックしてくださ
い。相部屋希望の場合
は、その選手名を記入して
ください。※同宿選手がい
ない場合はシングル利用
となります。

□　あ　　　り □　な　　　し

□　あ　　　り □　な　　　し
あり ・ なしのどちらかを
チェックしてください。同じ
宿に泊まりたい選手がいる
場合は、その選手名を記
入してください。

□　２泊３日　ペンションタイプ　

P.アルペンローズ

アネックスアブラヤ 64-3664

※斑尾高原ホテルのみ宿泊料金が異なりますのでご注
意ください。（参加申込書をご参照ください）

斑尾高原ホテル

ブルーベリー.P 64-3438

64-3311

ロッジベルクラントP.シャイン 64-3328

□　２泊３日　斑尾高原ホテル　

※シングル利用の場合は、ペンションタイプ、斑尾高原
ホテルともに１泊につき1000円UPとなります。

P.あるふあ 64-3414

施設名 電話番号

□　相部屋□　シングル利用

64-3675


