
第 57 回全日本技術選手権大会 ⻑野県選手申込について 

【申込方法】 

 大会オフィシャルＨＰhttps://www.gisen.info/library/ 「第 57 回全日本技術選手権
大会 申込」からデジエントリ−にて個⼈で申込をしてください。申込時、ランキング
を記載箇所がありますので、⻑野県出場決定者(順位)表を確認して間違えないよう入力
ください。 

補欠の方は、デジエントリー別ページにて申込です。ご注意下さい。 
 
 

【参加料】  15,000 円   ※デジエントリーに従って決済してください。 

 
 

【コマーシャルマーキング申請書について】 

 ⻑野県スキー連盟の押印をして取りまとめて大会実行委員へ送付しますので 2 月 7
日必着で⻑野県スキー連盟事務局まで郵送もしくはご持参ください。        
記載責任者名の印を忘れずにお願いします。 

 〈提出物〉 コマーシャルマーキング申請書セット １部 （申請書に実物大のロゴマーク
デザイン（写）をＡ4 用紙でホチキス留め） 

 〈送付先〉〒380-0955 ⻑野市安茂⾥ 3557 ⻑野県スキー連盟 宛 

  
 

【その他】 

① デモンストレーター選考会を申込済みの方で取りやめたい場合は、2 月 7 日まで
に県連事務局までご連絡ください。（連絡ない場合は 2 月 10 日に申込します。） 
 

② その他開催要項につきまして上記大会オフィシャルＨＰ 又は オフィシャルブッ
ク 2020 でご確認下さい。 

 



第57回全日本スキー技術選手権大会出場決定者（長野県）
男子28名

氏名 ふりがな クラブ
1 丸山 貴雄 まるやま たかお 白馬村スキークラブ
2 田中 頌平 たなか しょうへい 小谷村体育協会
3 太谷 敏也 おおたに としや 白馬村スキークラブ
4 徳竹 剛 とくたけ ごう 志賀高原スキークラブ
5 八重樫 圭一 やえがし けいいち 長門スキークラブ
6 小林 仁 こばやし ひとし 志賀高原スキークラブ
7 北川 友弥 きたがわ ともや 飯山市スキークラブ
8 松沢 寿 まつざわ ひさし 小谷村体育協会
9 竹田 征吾 たけだ せいご 小賀坂スキークラブ

10 有江 竣平 ありえ しゅんぺい信濃町スキークラブ
11 小宮山 耕平 こみやま こうへい 長門スキークラブ
12 正木 大祐 まさき だいすけ 菅平高原スキークラブ
13 丸山 淳也 まるやま じゅんや 白馬村スキークラブ
14 鈴木 裕樹 すずき ゆうき 大町市スキークラブ
15 由井 泰臣 ゆい やすおみ 川上スキークラブ
16 横山 秀和 よこやま ひでかず 白馬村スキークラブ
17 鈴木 雄介 すずき ゆうすけ 信濃町スキークラブ
18 猪又 誠 いのまた まこと 小谷村体育協会
19 津村 悠 つむら ゆう 菅平高原スキークラブ
20 森 鉄平 もり てっぺい 野沢温泉スキークラブ
21 土信田 拓人 としだ たくと 白馬村スキークラブ
22 山本 涼 やまもと りょう 白馬村スキークラブ
23 半田 翼 はんだ つばさ 上田スキークラブ
24 山本 亮介 やまもと りょうすけ 志賀高原スキークラブ
25 矢島 優己 やじま ゆうき 白馬村スキークラブ
26 畔上 冬真 あぜがみ とうま 志賀高原スキークラブ
27 山口 達也 やまぐち たつや 菅平高原スキークラブ
28 三上 正人 みかみ まさと 小賀坂スキークラブ

補欠 加藤 健太 かとう けんた 白樺高原スキークラブ

女子10名
氏名 ふりがな クラブ

1 春原 優衣 すのはら ゆい 小賀坂スキークラブ
2 芳川 愛実 よしかわ まなみ 中野市スキークラブ
3 山田 恵里 やまだ えり 志賀高原スキークラブ
4 志摩 美咲 しま みさき 上田スキークラブ
5 鈴木 芙祐子 すずき ふゆこ 菅平高原スキークラブ
6 切久保 香澄 きりくぼ かすみ 白馬村スキークラブ
7 渡邉 睦月 わたなべ むつき 上田スキークラブ
8 渡邉 祐菜 わたなべ ゆうな 川上スキークラブ
9 池邊 彩加 いけべ あやか 小谷村体育協会

10 鈴木 照美 すずき てるみ 小谷村体育協会
補欠 宇治 綾香 うじ あやか 富士見スキークラブ



 

第 57回全日本スキー技術選手権大会 

【会 期】 2020 年 3 月 3 日(火)  開会式 ～3 月 8 日(日)  表彰式・閉会式 

【会 場】 長野県・白馬八方尾根スキー場 

【主 催】 公益財団法人全日本スキー連盟 

【主 管】 公益財団法人長野県スキー連盟 

      白馬村スキークラブ 

【後 援】 白馬村 

      八方尾根観光協会 

      八方尾根索道事業者協議会 

【事業の目的】 

 全日本スキー・ボード技術選手権大会開催規程に基づき開催される、スキーヤーの自由

な表現から生まれるスキー技術の“巧さとその進化”を競い合い大会年度のチャンピオン

を決める。大会を通じてスキー技術の奥深さとダイナミックさを一般スキーヤーに伝える。 

【日程】 3 月 3 日（火）開会式 

     3 月 4 日（水）予選 

     3 月 5 日（木）予選 

     3 月 6 日（金）決勝 

     3 月 7 日（土）決勝 

     3 月 8 日（日）決勝 SF・WM、シンクロスキー大会、 

表彰式・閉会式 

     3 月 9 日（月）デモンストレーター選考会 

     （天候の状況により変更になることがあります） 

【本部宿舎】ホテル対岳館 

〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村八方 5094 

TEL 0261-72-2075  FAX 0261-72-4347 

【現地実行委員会事務局】 

  開設：2020 年 1 月 20 日（予定） 

  場所：八方文化会館 

〒399-9301  長野県北安曇郡白馬村北城 5732-2 

八方文化会館内 

TEL 0261-72-4399 （代表） 

大会事務局局長 丸山徹也 

メールアドレス: happo-office@gisen.info 

    オフィシャル Web : http://www.gisen.info/ 

【競技本部】 

  開設：2020 年 1 月 27 日（予定） 



 

  場所：白馬八方尾根スキースクール  

    〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 3901 

    白馬八方尾根スキースクール 3F 

  TEL 0261－85－2407  FAX 0261－85－2408 

  メールアドレス： race-office@gisen.info 

 資料用 Web アドレス： http://www.gisen.info/library/ 

【競技方法】  

  後日、加盟団体に送付される要項参照のこと。 

【出場資格】 

出場者は、次の各号に掲げる内容を満たしていなければなりません。 

（日本選手の参加資格） 

① 2020 年度の本連盟会員登録を行い、会員登録料の決済を完了している者。 

② 各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。 

③ 2020 年 4 月 1 日現在満 18 歳以上であり、SAJ スキーバッジテスト 1 級以 

    上の資格を所持している者。 

④ 加盟団体が主催する予選会を通過し、加盟団体長の推薦を受けた者。 

⑤ 本連盟会長が出場を認めた者。 

※ オープン参加での参加希望者は②から⑤までの内容を満たし、本連盟 

  教育本部長が認めた者。 

（外国選手の参加資格） 

① 所属国の国籍を持ち、所属国スキー連盟の代表者の許可を受けた者 

② 2020 年 4 月 1 日現在 18 歳以上であり、SAJ スキー級別テスト 1 級以上 

と同等の技術を有する者。 

 ③ 各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。  

【出場枠】 

  下記 SAJ ホームページ、ライブラリ内に掲載 

http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/54a9b143ac7e1e2108ab856cb105f

273.pdf 

【順位の決定】 

後日、加盟団体に送付される要項参照のこと。 

【表 彰】 

後日、加盟団体に送付される要項参照のこと。 

【申込方法】 

  第 57 回全日本スキー技術選手権大会 HP のライブラリにある URL から 

デジエントリーにて申し込みとする。 

  個人で申し込みする場合は加盟団体からランキングを確認し、記載すること。 

【参加料】 15,000 円 

http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/54a9b143ac7e1e2108ab856cb105f273.pdf
http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/54a9b143ac7e1e2108ab856cb105f273.pdf


 

【コマーシャルマーキング申請書提出先】 

  〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 3901 白馬八方尾根スキースクール 3F 

  技術選実行委員会 競技本部 

TEL 0261－85－2407 

（提出物） 

   コマーシャルマーキング申請書セット    １部 

（申請書に実物大のロゴマークデザイン（写）をＡ4 用紙でホチキスなどで留め） 

【申込締切】 

   2020 年 2 月 12 日（水）必着 

エントリーがない加盟団体は、申込期日までにその旨を実行委員会へ連絡してください。 

【抽選】 

  予選出場者の抽選は、ＴＤ（代理を含む）立会いの上、2020 年 2 月中旬に行ないます。 

【宿舎申込】   

現地実行委員会事務局より送付される案内に準じて、加盟団体ごと手配してください。 

【出場選手変更届】 

 技術選の補欠選手が正選手となった場合の申込は、次の要領で受付けます。 

   受付日時 2020年 3月 3日 午前 9：30～午前 10：00 

   提出場所 競技本部 

（八方尾根スキースクール 3F） 

提出先  技術選組織委員会 

提出物  出選手変更届 １部 

        技術選参加料 15,000円 

（組織委員会終了後にケガ等でやむを得ず出場選手の変更が必要になった場合は、

この限りではありません。） 

【その他】   

①   TCM の出席は、監督またはコーチ 1 名とします。ただし、特別な事情がある場

合は、事前に競技本部に届け出てください。 

②  組織委員会において、日程、種目、参加枠および運営全般に関わる事項の変更が

決定した場合は、その内容を加盟団体に告知します。ただし、直近または大会期間

中の場合は、TCM、公式掲示板に掲示して告知します。 

【競技規則】 

 後日、加盟団体に送付される要項参照のこと。 

 

 

 

 

 



 

第１回全日本シンクロスキー大会 

技術選の最終日にシンクロスキー大会を行います。 

開会式は技術選と合同で行います。 

【会期】 2020 年 3 月 3 日（火）～3 月 8 日（日） 

【競技日】 3 月 8 日（日）午後 

【順位の決定】 

後日、加盟団体に送付される要項参照のこと。 

【表彰】 

後日、加盟団体に送付される要項参照のこと。 

【申込方法】 

   第 57 回全日本スキー技術選手権大会 HP のライブラリにある URL から 

デジエントリーにて申し込みとする。 

【申込締切】 

   2020 年 2 月 12 日（水）必着 

エントリーがない加盟団体は、申込期日までにその旨を実行委員会へ連絡してください。 

【シンクロスキー大会参加料】１チーム 10,000 円 

【参加資格】 

出場者は、次の各号に掲げる内容を満たしていなければなりません。 

（日本選手の参加資格） 

① 2020 年度の本連盟会員登録を行い、会員登録料の決済を完了している者。 

② 各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。 

③ 2020 年 4 月 1 日現在満 18 歳以上であり、SAJ スキーバッジテスト 1 級以

上もしくはこれと同等の技術を有する者。 

④ チームキャプテンの所属する加盟団体長の承認を得たチーム 

⑤ 日本国内他団体からの参加者は本連盟会長が出場を認めた者。 

（外国選手の参加資格） 

①  所属国の国籍を持ち、所属国スキー連盟の代表者の許可を受けた者。 

② 2020 年 4 月 1 日現在 18 歳以上であり、SAJ スキー級別テスト１級以上 

と同等の技術を有する者。 

③ 各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。 

【チームの編成・種目】 

① チーム構成は男女問わず自由、それぞれ４～８名とする。 

② チームの構成は加盟団体にとらわれず自由とする。 

加盟団体単位以外でもブロックまたは複数加盟団体の合同チームも可能。 

一つの加盟団体から複数チームの出場も可能。 

③種目は自由演技とする。 



 

第３７回デモンストレーター選考会 

【会 期】    2020 年 3 月 3 日（火）～3 月 9 日（月） 

【会 場】    長野県 白馬八方尾根スキー場 

【事業目的】   ナショナルデモンストレーター及び SAJ デモンストレーター選出基準及

び要領に定めるところにより、ナショナルデモンストレーター及び SAJ デモンストレータ

ーを選考します。 

【選考方法】  

 第 37回デモンストレーター選考会申込者で、本年度の技術選出場者の中から選考します。 

 技術選の予選から決勝の合計点を技術選総合ポイントとし、種目数で割ったものを技術

選総合ポイント平均点とします。 そこにデモンストレーター選考会の成立種目数（係

数）を掛けたものを基礎ポイントとします。 基礎ポイントとデモンストレーター選考

会のポイントの総合ポイントにより選考します。 

配点比率 

基礎ポイント：デモ選考会＝1：1 

同点の場合は、デモンストレーター選考会実技審査の成績を優先します。 

   

【日程】 ＊天候の状況により変更する場合があります。 

3月 3日（火） 開会式 技術選と合同で行います。 

9：30～10：00  資格変更届・技術選選手変更によるデモ選申込受付  

受付場所 競技本部（八方尾根スキースクール 3F） 

3月 8日（日）  

17：30～ TCM 

場所 競技本部（八方尾根スキースクール 3F） 

TCMでデモ選考会の説明を行います。 

3 月 9日（月） 実技審査 

9：00 ～ 実技（４種目） 

         ・プルークボーゲン 

・滑走プルークから基礎パラレルターンへの展開 

・横滑りの展開 

・基礎パラレルターン小回り 

公認スキー指導者検定 基礎課程に準じて行う 

3月 9日（月） 閉会式 結果発表 

        

【認定者数】  

デモンストレーター選考会申込者の中から、ナショナルデモンストレーターについて

は、総合ポイントの上位から、男子 20名以内、女子６名以内を認定します。 



 

SAJデモンストレーターについては、ナショナルデモンストレーター認定者の次点の者

から男女合わせて 30名以内を認定します。 

【結果発表】  

2020年 3月 9日（月） 

閉会式おいて、ナショナルデモンストレーター認定者及びＳＡＪデモンストレーター

候補者を発表します。 

加盟団体の都合で、万一ＳＡＪデモンストレーターを辞退する場合は、加盟団体は

本人の了解を得て、3 月 12 日（木）までに、ＳＡＪデモンストレーター辞退届をＳＡ

Ｊ事務局に提出してください。3 月 12 日（木）までに辞退届が提出されなかった場合

は発表のとおり認定します。 

 

【参加資格】次の①～⑥をすべて満たす者 

① 2020 年度の本連盟会員登録を行い、会員登録料の決済を完了している者。 

② 2020年度の技術選に出場できる者 

  ③ 公認スキー指導員資格が有効な者 

  ④ 公認スキーＡ級検定員資格又は公認スキーＢ級検定員資格が有効な者 

    （ナショナルデモンストレーターはＡ級検定員資格が必要です） 

⑤ 各保険会社のスキー傷害保険に加入している者。 

 ⑥ 加盟団体長の推薦を得た者。 

【参加料】15,000円 

【申込方法】 

デモンストレーター選考会の申込みは「シクミネット」では受付けません。 

 参加希望者は、デモンストレーター選考会の申込書と参加料 15,000円を、所属の加盟団

体が定める期日までに所属加盟団体に提出してください。 

申込後、参加料はいかなる場合も返金いたしません。 

※ 2020 年 3 月 2 日（月）以降に B 級検定員検定会で合格した者は、第 37 回デモンス

トレーター選考会の参加は認められません。 

【申込締切】 2020 年 2 月 12 日（水）SAJ 事務局必着 

加盟団体は資格を有する者を推薦し、デモンストレーター選考会申込書に所定の送金

案内書を添付し、申込締切日までに SAJ 事務局まで提出してください。 

参加料は申込みと同時に SAJ 指定口座にお振込みください。 

【申込時必要書類】 

 特になし 

【デモンストレーター選考会資格変更届】 

  デモンストレーター選考会申込後、2020 年度のスキー指導員検定会、Ａ級検定員検定

会、Ｂ級検定員検定会で合格し資格が変更になった者は、以下のとおり資格変更届を

現地で提出してください。 



 

   受付日時 2020年 3月 3日（火）9：30 ～ 10：00 

提出場所 競技本部（八方尾根スキースクール 3F） 

   必要書類 デモンストレーター選考会資格変更届 

スキー指導員公認証（写）又は 

Ａ級検定員公認証（写）又は 

Ｂ級検定員公認証（写） 

（前年度までに合格している方は必要ありません。） 

 

【技術選選手変更によるデモンストレーター選考会への申込み】 

  技術選の補欠選手が正選手となり、第 37回デモンストレーター選考会に申込みを希望

する場合は、次の要領で受付けます。 

    受付日時 2020年 3月 3日（火）9：30 ～ 10：00 

場  所 競技本部 

 （八方尾根スキースクール 3F） 

    提出物   ・デモンストレーター選考会申込書 

          ・2020 年度のＳＡＪ会員証または「シクミネット」マイページの資 

           格情報画面のコピー 

          ・スキー指導員公認証のコピー 

・Ａ級検定員公認証又はＢ級検定員公認証のコピー 

          ・デモンストレーター選考会参加料 15,000円  

  

【本大会の出場選手の画像や映像等の配信について】 

出場選手は、本大会の普及を目的として、大会中の画像や映像を各種媒体（映像媒体、

紙媒体、ＷＥＢ媒体など含む。）にて配信することができます。他の出場者のプライバシ

ーを侵害したり、大会運営の妨げとなったり、競技の安全性を確保できない配信は禁止

とします。また、他の出場選手等の肖像使用や写り込みにつては、自身で当該者の同意

を得てください。 

なお、配信においてトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。 

 

 

 

【本大会における出場選手の肖像権の取り扱いについて】 

本大会に出場される選手の皆様は、大会中の画像や映像が、報道媒体や一般観覧者など

の第三者によって、各種媒体（映像媒体、紙媒体、ＷＥＢ媒体など含む）にて配信され

る可能性があることをご承知ください。 

配信者に対しては、個人のプライバシー確保に十分配慮することを周知いたしますが、

配信者とトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。 



 

 

【本大会を観戦される皆様の画像や映像等の配信について】 

出場選手の画像や映像等を配信する場合、本大会の普及を目的としてください。 

また、個人のプライバシー確保には、十分配慮してください。 

なお、配信においてトラブルになった際は当事者間で解決していただきます。 


