
全日本スキー連盟公認アルペンユース競技会 ～22-23北海道ユース選手権大会 三笠シリーズ～ 

 Saj-b alpine SL The 13th HEAD CUP mikasa youth games 

  

主   催 三笠スキー連盟・公益財団法人北海道スキー連盟 

主   管 三笠スキー連盟大会実行委員会 

公   認 公益財団法人全日本スキー連盟・公益財団法人北海道スキー連盟 

協  賛 

HEAD Japan/ボルボ・カー・ジャパン株式会社/株式会社 カンキョウ/株式会社 NKS/J POWER 新桂沢水力建設所 

株式会社 J POWER ハイテック桂沢事業所/株式会社 M.S.Y/シャトレーゼ岩見沢店・滝川店/三笠カヌークラブ/太古の湯 

クリーハウス株式会社/m.m.c 環境デザイン株式会社/株式会社 ドゥーウェル/民宿アンモナイト/株式会社 N３Life/ 

空知リゾートシティー株式会社 ホテル サンプラザ/有限会社タマヤマ工板/快適本舗くりさわ/三笠市スポーツ協会 

期   日 ２０２３/３/１０/(金) ～ ３/１２(日) 

会   場 三笠市桂沢国設スキー場（SAJ 公認大会コース）桂沢中・上級者コース 

競技種目 3/12 スラローム（回転） 3/13 ジャイアントスラローム(大回転) 

日   程 3/10(金)  15：00 ドロー・チームキャプテンミーティング(センターハウス) 

3/11(土)回転（SL） 7：00  

9：00  

 

 

ビブ配布（各カテゴリ別に各自スタートナンバーを確認） 

競技開始 

表彰式 

ドロー・チームキャプテンミーティング（表彰式終了後） 

3/12(日)大回転（GS） 7：00  

9：00  

ビブ配布（各カテゴリ別に各自スタートナンバーを確認） 

競技開始 

表彰式 北海道ユース選手権大会総合表彰 

競技規則 

(1)ＦＩＳアルペン競技規則及びチルドレン国際競技ルールを採用する。 

(2)ＳＡＪ公認アルペンユース競技会開催要領に基づく 

※GS 種目に参加する選手のヘルメットは新規格対応表示【FIS ステッカー（RH2013）】が明示されているヘルメットの着用を義務とす

る。 

組   別 K2 男子組・女子組（2007 年 1 月 1 日～2010 年 4 月 1 日生まれ） 

参加資格 (1)SAJ アルペン競技者管理登録を完了した中学生から高校 1 年生早生まれのもの（申請中は受付けない） 

(2)北海道ブロック以外の選手は都道府県単位で取りまとめ、申込みすること 

(3)エントリーが 180 名を超えた場合は、ドロー時に当該種目の①ﾉｰﾎﾟｲﾝﾄ②ﾎﾟｲﾝﾄ順でカットしていく。尚、カットの決

定は TCM で行う。 

(4)参加者はスポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入していること 

(5)出場制限について技術系（GS/SL）合計 12 レース以内とする。ただし、中学 3 年生以上の制限はない 

(6)ポイントレースとして成立しなかったレース、1 本目 DNS はレース数にカウントされない 

(7)K2 組規定のレース数を超えた場合、その後の取得ﾎﾟｲﾝﾄは無効とする。但し、違反を知りながら参加する等の悪質な

違反者に対しては次年度 1 月 31 日まで SAJ 公認大会のエントリーを禁止するとともに、同期間、FIS ライセンスを発

行しない。 

(8)全国中学、全日本ジュニアスキー選手権（中学生）SG ならびに全国選抜ジュニアスキー選手権大会 SG、ジャパンカ

ップ、JOC ジュニアオリンピックカップ、予選会（全国中学、国体）のスタートはこの制限に含めない 

参 加 料 ① 1 日のみ参加 4,000 円  ② 両日参加 7,000 円 

ゆうちょ銀行から送金：19790-03527421 

他金融機関からの振込：[店名]九七八 [店番]978 [口座番号]0352742 [口座名]ﾐｶｻｽｷｰﾚﾝﾒｲﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ 

※エントリー責任者名義で振込むこと 

申込方法 SAJ 最新版エントリーフォームに男女別組別に 2 レース分をまとめて所定の事項を記入し期日までに必着 

K2 組最新のエントリーフォームは SAJ データバンクからダウンロードできる。記載事項に不備がある場合は受け付けな

い 

メールエントリー 送信先：katurazawa@ski-mikasa.net 

郵送エントリー 063-0061 北海道札幌市西区西町北 1-1 ドゥーウェル 

 ＷＥＢエントリー https://ski-mikasa.net  

ＲＡＣＥページ ＨＥＡＤＣＵＰ Ｋ２web エントリー 

申込期日 ２０２３/２/２８(火)必着 

問合せ先 三笠スキー連盟 佐藤朋丈  tel:o9o-5227-1311 

表   彰 各組６位表彰 

そ の 他 (1)チームキャプテンミーティングに出席しないチームの異議は認めない 

K2 



(2)競技中及びトレーニング中の事故について主催者は応急処置を行うが、以後の責任は負わない 

(3)参加料は受領した時点にていかなるばあいも返金はしない 

(4)取得した個人情報は大会運営に関する業務及び成績発表以外に使用しない、また、大会実行員会が撮影した画像を WEB

上及び広報活動にて掲載する場合がある。また、掲載拒否についての問合せは大会実行員会とする。 

(5)ドローはジュリー立会いのもと行う。 

(6)大会要項、エントリーリストについては北海道スキー連盟アルペン部競技日程に掲載。また、北海道内のｱﾙﾍﾟﾝﾕｰｽﾚｰ

ｽに関する情報についても北海道スキー連盟ホームページで確認できる。 

(7)競技に参加できなくなった場合（ドロップ報告）については 3 月 10日 11 時までメールエントリーアドレスにて受付

ける 

(8)ビブ配布場所はスキー場内、詳細は後日発表とする。各カテゴリ別にハンガー配布とする。 

(9)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、大会を中止とする場合がある。 

新型コロ

ナウイル

ス感染症

の感染拡

大予防に

ついて 

 

（１）参加する全ての人（選手・コーチ・スタッフ・保護者・応援者・競技役員・メディア等）は、ＳＡＪ新型コロナウイルス感染防止

ガイドライン【最新版】及び、SAJアルペン委員会アルペン競技者ガイドライン【最新版】、関係機関が定めたガイドラインに従っ

て新型コロナウイルス感染防止に努めること。 

（２）競技当日、「体調管理チェックシート」に記入し、チーム単位でまとめて大会地担当者に提出すること。（競技会関係者全員

対象） 

①競技会の初日には、「体調管理チェックシート【個人用】（様式Ⅰ）」を記入し、チーム単位でまとめて大会地担当者に提出

する。（競技会関係者全員対象） 

②２日目以降は、「体調管理チェックシート【レース当日用】（様式Ⅱ）」に記入し、大会地担当者に提出する。 

（３）競技会終了後、３日以内に大会参加者に体調不良者が出た場合、１週間以内に新型コロナウィルス感染症を発症した場

合は、大会時の濃厚接触者も含めて、速やかに報告すること。 

(４) チームや選手の出場停止等、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために主催者が決めた措置については、主催者の

指示に従い、遵守すること。 

(５) 今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、国や北海道などから大会開催についての指導・助言があった場

合や、開催自治体などが当該地域において大会を開催することが難しいと判断した場合は、主催団体において大会の開催に

ついて改めて協議する。 

（７）「体調管理チェックシート」は北海道スキー連盟ＨＰに掲載されている。 

●大会関連サイトおよび情報公開一覧 

三笠スキー連盟 https://ski-mikasa.net/ ＷＥＢエントリー 

大会事務局 E-mail katurazawa@ski-mikasa.net メールエントリー・ドロップ・大会事務局問

合せ 

Facebook https://www.facebook.com/MikasaRacingTeam 写真メディア 

Instagram https://www.instagram.com/mikasa.ski/ 写真メディア 

スポーツイベントイズコム https://www.sports-event-is.com/ タイム速報・スタートリスト 

北海道スキー連盟 https://www.ski-hokkaido.jp/ 要項・エントリーリスト・リザルト 

体調管理チェックシート 

K1 大会要項・エントリーフォーム 

全日本スキー連盟 http://www.ski-japan.or.jp/ 新型コロナウイルス感染症ガイドライン 

大会要項・リザルト 

日本スポーツ協会 https://www.japan-sports.or.jp/tabid1282.html 新型コロナウイルス感染症ガイドライン 

レフリーレポート・速報掲示 三笠スキー連盟ハウス下 掲示板 

●桂沢スキー大会三笠市近郊 宿泊先のご案内 

太古の湯 三笠市岡山 1042 01267-2-8700 

民宿 アンモナイト 三笠市幸町 6-8 01267-2-5252 

湯之元温泉旅館 三笠市桂沢 94 番地 01267-6-8518 

ホテルサンプラザ 岩見沢市 4 条東 1 丁目 0126-23-7788 

●リフト券について 

大会前日よりリフト券販売所にて第 1 戦目及び 2 戦目のリフト券を事前購入することができます。 
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