
第 4回志賀高原マスターズスキー大会(マスターズ SAJ-B) 

開催要項 

主  催 (財)長野県スキー連盟 
共  催 山ノ内町 志賀高原観光協会 志賀高原スキークラブ 
主  管 志賀高原スキークラブ 
後  援 山ノ内町教育委員会 (財)和合会 志賀高原旅館組合 志賀高原寮組合 

志賀高原索道協会 志賀高原リゾート開発㈱ 
期  日 平成 25年 2月 18日(月)～2月 20日(水) 
会  場 志賀高原 西館山スキー場 
種  目 大回転競技 第 1戦 2／19(火)、第 2戦 2／20(水) 
参加資格 ①30 歳以上の男女とする(年齢は平成 25 年 1月 1 日現在の満年齢) 

※ＳＡＪマスターズ競技者登録未登録者はオープン参加になります 

②スポーツ傷害保険またはそれに準ずる傷害保険に加入していること 

③健康者であり、各自事前の健康チェックを念入りにすること 
競技規則 ①全日本スキー連盟競技規則最新版及び本大会要項による 

②競技用品規格にかなったクラッシュヘルメット(ＧＳ用)を着用のこと 

③競技は 2本合計タイムとする 

④スタート順はＣ→Ｂ→Ａ組の順とし各組毎ポイント上位者を優先し、無ポイント者は高

年齢順とする。 

2月 18日(月)   
13:00～14:00 コースオープン 

※選手はトレーニングゼッケンを着用すること。ゼッケンは

11：30～12：30に西館山ゴールハウスにて配布。 

 

16:00～ ミーティング(志賀高原総合会館 98 内) 

ミーティング終了後、ゼッケン交付 

2月 19日(火) 大回転競技第 1戦  

10:00～ 1 本目競技開始(予定) 

競技終了後  表彰式(西館山ゴールハウス前) 

 

16:00～ ミーティング(志賀高原総合会館 98 内) 

ミーティング終了後、ゼッケン交付 

2月 20日(水) 大回転競技第 2戦  

9:00～ 1 本目競技開始(予定)  

競技終了後 表彰式(西館山ゴールハウス前) 

大会日程 

※各日とも天候状況等によりタイムスケジュールに変更が有り得ますので予めご了承下さい。 

表 彰 第 1 戦・第 2 戦ともに男女別、年齢別に 1位～3位まで賞状及びメダル、6 位まで賞状を

授与(年代別は全日本に準ずる) 

①参 加 料 11,400 円(どちらか 1戦のみの参加は 5,700 円) 

②申込用紙 所定の申込用紙に記入のこと 

③申込締切 平成 25 年 2月 8 日(金)必着 

※申込書(誓約書記入、捺印の上)及び参加料を同封の上現金書留にて送付

のこと(遅延不受理) 

参加申込 

④申 込 先 〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池 

志賀高原スキークラブ内 「マスターズ大会事務局」宛 

TEL:0269-34-2617    FAX:0269-34-2678 

宿泊申込 各自自由 
受入施設照会希望者は、別紙受入施設一覧表をご参照の上直接お申込み下さい。 
問合せ先    志賀高原旅館組合  電話 0269－34－2404 

そ の 他  ①大会中の事故等については応急処置を行いますが、それ以上の責任は負いかねます 
②納入し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

んのでご了承下さい 
 



フリガナ 生年月日

参加者氏名 大　・　昭　/　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　　）歳

性　別　/　　　男子　　・　女子 参加区分　：　　　両日参加　　　・　　第１戦のみ　　　・　　第２戦のみ

加盟団体 フリガナ

　（　　　　　　　　　　　　　）　スキー連盟 所属団体名：

SAJ会員番号/ 競技者登録番号/ SAJポイント/

住　所　〒

TEL FAX 携帯

加入障害保険会社名/ 傷害保険番号/

☆　SAJマスターズ競技者登録者 ☆　オープン参加者

組　　別 　　男子　・　女子　（　　　　）組

組　別 年　齢 組　別 年　齢 男子　５９歳以下

３０歳代 ３０～３４ ６０歳代 ６０～６４ 男子　６０歳以上

３５歳代 ３５～３９ ６５歳代 ６５～６９

４０歳代 ４０～４４ ７０歳代 ７０～７４

４５歳代 ４５～４９ ７５歳代 ７５～７９

５０歳代 ５０～５４ ８０歳以上 　８０～

５５歳代 ５５～５９

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　

本人氏名 印

　（注）　①必要事項はすべて記入してください。
　　　　　②生年月日・性別・参加区分・組別（男女別）については、該当する方を○で囲んでください。
　　　　　③出場申込みの際には、必ず誓約書にご本人の署名・捺印をお願いします。
　　　　　　　誓約書欄の署名及び捺印のないものは受付しません。

第４回志賀高原マスターズスキー大会申込用紙

　　　　以上、誓約いたします。

　男子　・　女子　　（　　　　）歳代

誓　約　書

　　　　私事、この度本大会に参加するにあたり、大会中の疾患や生命に関わる重大な事故なども
　　　　一切自己の責任において処理し、主催者に対してはなんらご迷惑をお掛けしません。
　　　　また、予め医師の診察を受けた上、自分自身の安全管理には細心の注意を払います。

組　　別

A　　組

B　　組

　　　女　　子C　　組



地区名 施設名 連絡先 担当者 e-mail

サンバレー（幕岩温泉） ホテル志賀サンバレー ０２６９－３４－３８００ 佐藤 sunvally@gmail.com

サンバレー（幕岩温泉） 森の温泉宿　ビワ池ホテル０２６９－３４－３０１１ 徳武 biwaike-@shigakogen.jp

サンバレー（幕岩温泉） ヴィラ・アルペン ０２６９－３４－２７３１ 岡澤 villa-alpen@shigakogen.jp

丸池 丸池ホテル ０２６９－３４－２７２１ 児玉 ma-ru-ike2721@shigakogen.jp

丸池 シャレードイン志賀 ０２６９－３４－３１３１ 渡辺 charadin@cis.ne.jp

蓮池 志賀レークホテル ０２６９－３４－３２３２ 児玉 office@shigalake.jp

ジャイアント（志賀山温泉）ホテルベルグ ０２６９－３４－２００３ 児玉 hotelberg@shigakogen.jp

ジャイアント（志賀山温泉）アスペン志賀 ０２６９－３４－３７００ 佐藤 info@aspen-shiga.com

ジャイアント（志賀山温泉）温泉ホテルイタクラ ０２６９－３４－２３０９ 板倉 itakura@shigakogen.jp

発哺温泉 西発哺温泉ホテル ０２６９－３４－２６３４ 関 nishihoppo@shigakogen.jp

発哺温泉 サンシャイン志賀 ０２６９－３４－２５３１ 渡辺 sunshine@shigakogen.jp

発哺温泉 岩菅ホテル ０２６９－３４－２３３４ 児玉

ブナ平 志賀いこい荘 ０２６９－３４－２００５ 竹節 ikoiso@shigakogen.jp

一の瀬 ホテル山楽 ０２６９－３４－２２１７ 山本 sanraku@shigakogen.jp

一の瀬 ホテルホゥルス志賀高原 ０２６９－３４－３３５５ 山本 info@khuls.com

一の瀬 志賀グランドホテル ０２６９－３４－２２０２ 高相 gurand-h@dream.ne.jp

木戸池温泉 石の湯ロッジ ０２６９－３４－２４２１ 内田 lodge@ishinoyu.com

ほたる温泉 志賀高原ロッジ ０２６９－３４－３６００ 山本 info@shigakogen-lodge.com

ほたる温泉 志賀パレスホテル ０２６９－３４－２２２１ 柳生 palace@crocus.ocn.ne.jp

ほたる温泉 ホテル一望閣 ０２６９－３４－２０３１ 一山 info@ichibokaku.jp

横手山地区 横手・山本荘 ０２６９－３４－２００６ 山本 mtoso0358@gmail.com

全日本スキー連盟B級公認　第4回志賀高原マスターズ大会（アルペン競技会）選手受入施設リスト

平成25年2月20日～22日

※宿泊料金　1名8,800円（税別）　2名お一人様料金7,800円（税別）　3名以上お一人様料金7,300円（税別）　直接宿泊施設にお申込み

※宿泊・予約について不明な点等ございましたら志賀高原旅館組合電話０２６９－３４－２４０４までお問い合わせ下さい。
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