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ＧＩＪＵＴＳＵＳＥＮ®
第18回全日本スノーボード技術選手権大会兼
第10回スノーボードデモンストレーター選考会
開催要項
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公益財団法人全日本スキー連盟
公益財団法人新潟県スキー連盟
南魚沼市・株式会社上越観光開発・上越国際観光協会
公益財団法人新潟県スキー連盟中越協議会
上越国際スキー場
〒949-6431 新潟県南魚沼市樺野沢112番地1号

【実行委員会】 ＧＩＪＵＴＳＵＳＥＮ®
第18回全日本スノーボード技術選手権大会兼第10回スノーボードデモンストレーター
選考会事務局
〒949 6431 新潟県南魚沼市樺野沢 112‐1
上越国際スキー場 管理事務所内
TEL：025-782-2745 FAX：025-782-2774 Email：takizawa@jkokusai.co.jp
【競技本部】 開設：２月２４日（水）9:00～
ホテルグリーンプラザ上越 ラウンジ「ライラック」奥 TEL：090-8346-9317
【公式掲示】 ホテルグリーンプラザ上越 ラウンジライラック入口横に掲示
第１８回全日本スノーボード技術選手権大会兼第１０回スノーボードデモンストレーター
選考会公式フェイスブックページ活用（以下「公式フェイスブッツクページ」と省略）
【大会日程】
日
程
2月2５日
（木）
[第一日目]

2月2６日
（金）
[第二日目]

時
間
9:00～11:00

選手受付

場
所
・受付（上越国際観光協会2F）
（各都道府県代表者一括受付）

10:00～12:00
13:00～15:00

AMコートオープン（ビブ着用）
PMコートオープン（ビブ着用）

・大別当・長峰第３ゲレンデ
・
同 上

13;00～
17:00～

不整地（コブ作成・マーカー設置）
開会式

・美奈ゲレンデ
・開会式
南魚沼市民会館（大ホール）

19:00～

代表者会議
（公式フェイスブックページ活用）

9:00～ 9:45
10:00～

10:00～12:00
13:00～15０0
14:00～
17:00～
2月2７日
（土）
[第三日目]

９:０0～ 9:４５
10:00～

内

容

インスペクション
～予選競技開始～
・リズムキープ（急斜面整地）
・フリーライディング（人工構築物①）
AMコートオープン（ビブ着用）
PMコートオープン（ビブ着用）
・デモンストレーター選考会（１種目目）
代表者会議（公式記録発表）
（公式フェイスブックページ活用）
インスペクション
～予選競技開始～
・フリーライディング（急斜面整地）
・フリーライディング（不整地・コブ）

・代表者会議
上越国際観光協会2F

・大別当ゲレンデ
・長峰第３ゲレンデ
・美奈ゲレンデ（コブ作成）
・
同 上
・美奈ゲレンデ（下部）
・代表者会議
上越国際観光協会2F

・大別当ゲレンデ
・美奈ゲレンデ

10:00～12:00
13:00～15０0
1400～
17:00～
２月２８日
（日）
決勝
[第四日目]

９:０0～ 9:４５
10:00～

14:00（予定）
15:00（予定）

AMコートオープン（ビブ着用）
PMコートオープン（ビブ着用）
・デモンストレーター選考会（２種目目）
代表者会議（公式記録発表）
（公式フェイスブックページ活用）
インスペクション
～決勝競技開始～
・フリーライディング（ハーフパイプ）
・フリーライディング（人工構築物②）
・閉会式
・デモンストレーター認定式

【競技種目】 ◆予選
・リズムキープ
・フリーライディング
◆予選
・フリーライディング
・フリーライディング
◆決勝
・フリーライディング
・フリーライディング
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・長峰第３・ハーフパイプ
・
同 上
・美奈ゲレンデ（下部）
・代表者会議
上越国際観光協会2F

・大別当ゲレンデ（下部）
・長峰第３ゲレンデ
・長峰第3ゴールエリア

（急斜面整地）
（人工構築物①）

大別当ゲレンデ
長峰第３ゲレンデ

（急斜面整地）
（不整地・コブ）

大別当ゲレンデ
美奈ゲレンデ

（ハーフパイプ）
（人工構築物②）

大別当ゲレンデ（下部）
長峰第３ゲレンデ

【選考種目】◆デモンストレーター選考会
・２級ミドルターンのデモンストレーション
美奈ゲレンデ（下部）
（２級ミドルターンの的確な滑走表現）
・連続ターン・展開
美奈ゲレンデ（下部）
（スリップ～スライド～ホールドの板の状態をそれぞれ２ターンずつ合計６ター
ン実施）
※全日本スノーボード技術選手権大会期間中を通じて、デモンストレーターとし
ての、人格、識見、技術共に優れ、本連盟事業を通じて幅広くスキー界に貢献で
き得る者であるかを確認する。
※天候及び斜面状況により、種目の内容及び順序を変更することもある。
その場合は場内放送及び公式掲示にて周知する
フリーライディング：与えられた斜面を独創的なライディングの構成で、力強さ、優雅さ、美しさや
迫力などを卓越した技術と正確なスノーボードのコントロールで表現する。
（ハーフパイプ内におけるフリーライディングに関しては、リップより身体及び
ボード全体が飛び出る場合は、身体の一部が接雪している事を原則とする。
）
リ ズ ム キ ー プ：その斜面で自己の技術を最大限発揮できるターンサイズで、斜度や地形に左右
されずに滑走のリズムを維持してライディングする。
【禁止事項】
全ての競技に縦回転を禁止とする。
【競技方法】
1. 規制されたコートにおいて種目内容の滑走を行う。
2. 予選は競技4種目5審５採用で2審判団がジャッジを行う。
班別及び班中のローテーションを行う。
原則として女子班の競技を先に行う。
※但し男子部門については、各マテリアル部門で競技を実施します。女子部門は１部門
のため、マテリアルについては、全種目同じマテリアルで滑走しなければなりません。
3. 決勝は競技２種目5審５採用で2審判団がジャッジを行う。
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原則として女子班の競技を先に行う。
決勝の滑走順は決勝進出者のみを圧縮して行う。
4. 予選・決勝の順位決定は競技規則に準ずる。
【出場資格】
出場者は、次の各号に揚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 ２０２１年度のSAJ会員登録を完了している者
② 各保険会社のスノーボード傷害保険に加入している者
③ ２０２１年４月１日現在満１８歳以上の者
④ 大会申込時迄にＳＡＪスノーボードバッジテスト１級以上を有する者
⑤ 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
（日本国籍を有する方以外の参加資格）
① ２０２１年４月１日現在１８歳以上であり、SAJスノーボードバッジテスト１級以上と
同等の技術を有する者
② 各保険会社のスノーボード傷害保険に加入している者
【マテリアルチック】
各都道府県の代用者（監督又はＴＣ）が参加選手のマテリアルをチックし、選手受付の際に、
マテリアルチックシート（各都道府県毎）を提出し、ボード用シール、ブーツ用タイラップ
を受領し選手に配布する。
大会期間を中にボード用シール、ブーツ用のタイラップを紛失した場合は、競技本部にて再
度受領し選手に配布する。
【代表者会議】
公式フェイスブッツクページの公式掲示等に対して、質疑及び確認事項等があるＴＣのみ参加し、
代表者会議の質疑応答に関しては、代表者会議終了後に公式フェイスブッツクページに掲載する。
【決勝進出人数】
決勝進出人数は各カテゴリーの５０％とする。
【参加料】 12,000 円
【参加選手の遵守事項】
大会参加者に以下を周知、理解を求める。
大会の２週間前から大会当日まで下記事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること。
・発熱（３７．５℃以上）を認める。
・せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。
・だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
・嗅覚や味覚の異常がある。
・体が重く感じる、疲れやすい等の症状
・新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴がある。
・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる。
・参加１４日前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ
の渡航歴がある、または当該在住者との濃厚接触歴がある。
【体調チェックシート３部セットの提出】
出場選手と監督コーチ及び大会役員は、ＳＡＪ新型コロナウイルス感染対策ガイドラインを遵守
して大会に参加して下さい。
また、参加選手の健康状態は監督及コーチ（ＴＣ含む）が確実に把握し、体温記録用紙に大会当
日から２週間前の体調等を記入し、体調チェック報告シートと共に選手受付時に提出して下さい。
体調チェックシート（開催期間中）に関しても同様に、参加選手の健康状態を監督及コーチ（Ｔ
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Ｃ含む）日々確実に把握し、体調不良（症状がリスト参照）が発生した場合は、速やかに競技本
部に報告してください。
体調チェックシート（開催期間中）に関しては、大会最終日（時間別示）に各県毎に競技本部に
確実に提出してください。
※体温記録用紙・体調チェック報告シート・体調チェックシート（開催期間中）は２部ご用意して
頂き、１部を競技本部、もう１部を各都道府県スキー連盟提出用（提出が必要な場合）として各
都道府県代表者が保管して下さい。

【申込方法】
第 1８回全日本スノーボード技術選手権大会〔以下「スノーボード技術選」と省略します〕の申
込先は、新潟県上越国際スキー場管理事務所内「全日本スノーボード技術選事務局」になります。
第１０回スノーボードデモンストレーター選考会の申込先は全日本スキー連盟「シクミネット」
になります。
スノーボード技術選の申込は、大会実行委員会から告知される要項（全日本スキー連盟ホーム
ページ又は第１８回全日本スノーボード技術選手権大会兼第１０回スノーボードデモンストレー
ター選考会公式 Facebook ページ掲載）に従って加盟団体から申し込みしてください。
申込みにあたっては、参加者の個人情報は、本事業の運営にのみ使用されることに同意の上お申し
込みください。
【参加申込書提出先】
〒94９-６４３１ 新潟県南魚沼市樺野沢１１２－１ 上越国際スキー場 管理事務所内
「全日本スノーボード技術選実行委員会事務局」滝沢 一彦
TEL 025-782-2745 FAX 025-782-2774 Email：takizawa@jkokusai.co.jp
（提出物） ① 第１８回スノーボード技術選手権大会出場選手申込書（エクセルシート）
② 出場選手プロフィールシート（ワードシート）
※上記資料①②をデータ入力の上 USB メモリーで送付してください。
③ 第１８回全日本スノーボード技術選手権大会申込書
１部
④ 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）
⑤ 体温記録用紙
１部
（各都道府県毎まとめて選手受付時に提出）
⑥ 体調チェック報告シート
１部
（各都道府県毎まとめて選手受付時に提出）
⑦ マテリアルチェックシート
１部
（各都道府県毎まとめて選手受付時に提出）
⑧ 体調チェックシート（開催期間中）
１部
（大会最終日に各都道府県毎まとめて競技本部に提出）
【申込締切】
202１年 2 月８日（月）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事務局へ連絡してください。
【その他】
SAJホームページまたは第１８回全日本スノーボード技術選手権大会兼第１０回スノーボード
デモンストレーター選考会公式Facebookページをご覧ください。
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■

第10回 スノーボードデモンストレーター選考会

【会期・会場】 第18回全日本スノーボード技術選手権大会に準ずる
【事業の目的】
「ナショナルスノーボードデモンストレーター選出基準及び要領」並びに「ＳＡＪスノーボードデモン
ストレーター選出基準及び要領」の定めるところにより、人格、識見、技術等に優れ、本連盟事業を通
じて幅広くスノーボード界に貢献でき得るナショナルスノーボードデモンストレーターとＳＡＪスノー
ボードデモンストレーターを選考します。
【選考方法】
スノーボードデモンストレーター選考会の申込者の中から、本年度のスノーボード技術選およびスノー
ボードデモンストレーター選考会の成績により、４名以内をナショナルスノーボードデモンストレータ
ーとして選考します。
また、ナショナルスノーボードデモンストレーター認定者を除き、男女合わせて12名以内をSAJスノ
ーボードデモンストレーターとして選考します。
【出場資格】
次の①～⑤をすべて満たす者
① 2021年度のSAJ会員登録を完了している者。
② 2021年度のスノーボード技術選に出場できる者
③ 公認スノーボード指導員資格が有効な者
④ 各保険会社のスノーボード傷害保険に加入している者。
⑤ 加盟団体長の推薦を得た者
【参加費】12,000円
【申込方法】
スノーボードデモンストレーター選考会の参加希望者は、SAJ会員管理システム「シクミネット」で
今年度の会員登録を行い、会員登録料決済後、「シクミネット」マイページからお申込みください。
参加申込みは、参加費のお支払い完了をもって正式に確定となります。
支払期限までに参加費が決済されなかった場合は、申込みが取り消されます。
お支払い後の参加費の返金は行いません。
申込み後の変更はできません。
2021年度スノーボード指導員検定会受検予定者は「SB指導員検定会受検予定」のチケットで申し込
んでください。
【申込み受付期間】2021年1月24日（日）～2月7日（日）
加盟団体は申込者の出場資格を確認後、2月8日（月）までに「シクミネット」から承認を完了させて
ください。
SAJ本部で確認後、不備がなければ2月15日（月）を目途に、参加費支払いの連絡が、シクミネット
マイページに登録したメールアドレスに届きますので、支払期限までに決済を済ませてください。
【参加費支払期限】2021年2月21日（日）
【スノーボードデモンストレーター選考会資格変更届】
スノーボードデモンストレーター選考会申込後、2021年2月開催の公認スノーボード指導員検定会で
公認スノーボード指導員に合格し、公認スノーボード準指導員から資格が変更となった者は、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 2021年2月25日（木）9：30 ～ 10：00
提出場所 競技本部
ホテルグリーンプラザ上越 「ラウンジライラック」奥
スノーボードデモンストレーター選考会係
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提出書類 スノーボードデモンストレーター資格変更届
スノーボード指導員公認証（写）
提出部数 １セット
【欠席連絡】
欠席の場合は、所属の加盟団体（都道府県スキー連盟）に、氏名、会員番号、イベント名、会場、
チケット名を連絡してください。
加盟団体は、会員からの欠席連絡を受け、氏名、会員番号、イベント名、会場、チケット名を、
SAJ事務局教育本部にE-mailで連絡してください。
【その他】
参加者はスノーボード傷害保険に加入していなければなりません。

※大会中の画像や映像等の取扱いについての注意事項
・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
ことをご承知下さい。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。
・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。

