
公益財団法人 川崎スポーツ協会 ７０周年記念大会 

第７１回川崎市民スキー大会兼 

第６１回川崎市クラブ対抗スキー大会 要項 

 

１． 期日 ： ２０１９年２月１５日（金）～１７日（日） 

２．会場 ： 黒姫高原スノーパーク からまつ 及び 童話の森スノーウェーブ 

   〒389-1303 長野県上水内郡信濃町大字野尻 3807 

            上信越道 信濃町ＩＣから約５ｋｍ（ＩＣから車で約６分） 

３．主催 ： 川崎市、公益財団法人 川崎市スポーツ協会、川崎スキー協会 

４．運営 ： 川崎スキー協会 

５．種目 ： アルペン ：回転、大回転    クロスカントリー ：個人、リレー  

（１）回転・大回転競技 クラス 

  ・小学生Ａ組（小学１年生～小学３年生の男女） ・小学生Ｂ組（小学４年生～小学６年生の男女） 

  ・中学生 女子組               ・中学生 男子組 

  ・女子Ａ組（高校生以上～４０歳未満）     ・女子Ｂ組（４０歳以上～６０歳未満） 

  ・女子Ｃ組（６０歳以上） 

・男子Ａ組（高校生以上～４０歳未満）     ・男子Ｂ組（４０歳以上～５０歳未満） 

・男子Ｃ組（５０歳以上～６０歳未満）     ・男子Ｄ組（６０歳以上～６５歳未満） 

  ・男子Ｅ組（６５歳以上～７０歳未満）     ・男子Ｆ組（７０歳以上）  

（２）クロスカントリー競技 クラス    

・小学生 女子組              ・小学生 男子組 

・中学生 女子組              ・中学生 男子組 

・女子Ａ組（高校生以上～６０歳未満）    ・女子Ｂ組（６０歳以上） 

・男子Ａ組（高校生以上～４０歳未満）    ・男子Ｂ組（４０歳以上～５０歳未満） 

・男子Ｃ組（５０歳以上～６０歳未満）    ・男子Ｄ組（６０歳以上～７０歳未満） 

・男子Ｅ組（７０歳以上） 

６．競技方法 ： 

（１）アルペン     ：回転、大回転ともに１本のタイムレース（回転は昨年度２本から変更） 

クロスカントリー ：走法は個人、リレー共にフリー走法 （距離数は状況により変更あり） 

各組  ：３ｋｍ １周 （常設のコースを使用） 

リレー ：２ｋｍ １周 × ３名 

（２）出走順 ： 生年月日の早い順からのスタートとする（ただし小中学生は生年月日の遅い順） 

         アルペン競技出走クラス順： 

         ・小学生Ａ⇒Ｂ⇒中学生女子⇒女子Ｃ⇒Ｂ⇒Ａ 

             ⇒中学生男子⇒男子Ｆ⇒Ｅ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ｂ⇒Ａ 

         クロスカントリー個人出走クラス順 

・ 小学生女子⇒小学生男子 

・ 中学生女子⇒中学生男子 

・ 女子Ｂ⇒Ａ⇒男子Ｅ⇒Ｄ⇒Ｃ⇒Ｂ⇒Ａ 

７．表彰  ： 小学生組、中学生組は、優勝者にメダル、６位まで賞状を授与、その他の組は３位ま

で賞状を授与する。 

アルペンの優秀選手には、男子は土田記念杯、女子は片岡記念杯を授与する。 

クロスカントリーの優秀選手には、片忠夫杯を授与する。 

８．大会スケジュール  ： 

  ２／１５（金） １９：００ 選手会 黒姫ライジングサンホテル 

  ２／１６（土） １０：００ 回転競技 からまつ 

          １４：００ クロスカントリー個人競技 童話の森スノーウェーブ 

          １９：００ 開会式・成績発表・表彰式・選手会 黒姫ライジングサンホテル 

２／１７（日）  ９：３０ 大回転競技 からまつ 

   １３：３０ クロスカントリーリレー競技 童話の森スノーウェーブ 

   競技終了後１時間半後 閉会式・成績発表・表彰式 黒姫ライジングサンホテル 

         閉会式開始時刻は大会終了時に連絡します。 

  ビブの配布は選手会で行います。また、開会式に参加できない方は、スタートにて配布します。 



 

図 競技会場及び本部宿舎 

※本部宿舎から徒歩でのゲレンデ移動可能、クロカン会場までゲレンデリフトで移動することも可能 

 

９．参加資格 ： 

（１）原則として、川崎市在住、在勤、在学者（小学生以上）及び川崎スキー協会登録者とする。 

（２）小、中学生、高校生は保護者または責任者の同行、及び保護者の承諾書を提出のこと。 

（３）年齢、学年の算定は、２０１９年２月１日現在とする。 

（４）スキー傷害保険に加入のこと（スポーツ保険でも可）。 

 

１０．参加料  ： 

        
*１ リレーのエントリーは１６日（土）の選手会時に参加料と共に受け付けます。 

出場チーム１チーム毎の料金（クラブで２チームならば２０００円）です。 

複数のクラブでの混成チームでの出場も認めますがクラブ対抗の得点は対象外とします。 



１１．川崎市クラブ対抗スキー大会要項  ： 

   川崎市クラブ対抗スキー大会は以下の要領で実施する。 

（１） 競技方法：市民大会のタイムを使用し、クラス毎に得点を与え総合得点を競う。 

総合得点が同点の場合は上位の多いクラブを上位とする。 

（２） クラス ：女子組、男子Ａ組（５０歳未満）、男子Ｂ組（５０歳以上）とする。 

（３） 得点  ：女子アルペン：１位１１点、２位９点、３位８点、以下１点減ずる。 

            女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ：１位 ７点、２位５点、３位４点、以下１点減ずる。 

            男子Ａ・Ｂ  ：１位２１点、２位１９点、３位１８点、以下 1点、減ずる。 

 リレー競技 ：１位２１点、２位１７点、３位１５点、以下２点減ずる。 

   同タイムの場合は同順位として得点を分ける。（２、３位同着の場合、両者

に２位、３位の点数の合計の半分を与える） 

             女子ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰは各クラブ１名、他種目は各クラブ２名、リレーは各クラブ 

１チームを得点有効者とし順位および得点を計算する。 

   （４） 表彰  ：リレー、アルペン総合、ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ総合、総合に６位まで賞状を授与する。 

   （５） 参加資格：川崎市民スキー大会参加者 

 

１２．競技規則 ： 

   競技は、原則ＳＡＪ競技規則に従って行います。 https://sajdb.xcat.co.jp/saj/Index.do 

   アルペン競技注意事項 ： 

   ・回転競技、大回転競技ともクラッシュヘルメットを着用すること。 

大回転競技のクラッシュヘルメットは突起物が無き事。未着用者は出走できません。 

   ・インスペクションは決められた時間に必ずビブを見えるように着用して行うこと。 

   ・大回転競技でのスイッチバックは禁止とする。 

   ・競技中に妨害などがあった場合には、その場で止まり旗門員に再レースを申し出ること。 

ゴールを切った場合は再レースができません。 

   ・用具規制（マテリアルコントロール）は行わないが、安全に配慮した用具を使用すること。 

   クロスカントリー競技注意事項 ： 

   ・走法は、個人、リレーともフリー走法とする。 

   ・競技中以外でコース内に立ち入るときは、ビブを裏返しにして着用すること。 

   ・リレーの中継は、必ず中継ゾーンで行い中継方法は、ボディータッチとする。 

   ・スタート、中継ゾーン、フィニッシュゾーンでは、スケーティングを行ってはならない。 

   ・スキーチェックは実施しないが、競技中のスキーの交換は行わないこと。ただし、競技中に 

    スキーやビンディングが破損した場合には交換しても良い。 

・大会事務局にてヘルメットを貸し出します。但し出走順が入れ替わる場合があります。 

出来るだけエントリー時に借用希望を申し出てください。 

 

１３．宿泊 : 参加者の宿舎については各団体及び個人で確保すること。 

事務局は「黒姫ライジングサンホテル」とします。（連絡先は、１８項を参照）  

  黒姫ライジングサンホテルでの宿泊に限り下記料金を設定しています。 

予約時に川崎市民スキー大会参加と伝えて下さい。 

 ・１泊２食付：一般食コース  ８，７２０円税込 学生食コース ７，５６０円税込 

・半泊朝食付：一般食コース  ６，８００円税込 学生食コース ６，４８０円税込 

・昼食：１０８０円税込 

 ・昼食は、ホテルで摂ることを強制するものではありません。午後の競技の開始に間に合うよ

うに選択ください。 

・上記宿泊料金は大会用の特別宿泊料金ですので、部屋にはタオル、バスタオル、浴衣、 

歯磨きセット、髭剃りはご用意していませんので、ご了承ください。 

・ホテル周辺には食事が出来る施設がありませんので、昼食付を推奨します。 

・その他の料金設定については、黒姫ライジングサンホテルに直接ご確認してください。 

 



１４.申込み用紙 ：（１）川崎スキー協会ＨＰアドレスにアップしています。 

http://www.netlaputa.ne.jp/~ksa/ 

         （２）公益財団法人 川崎市スポーツ協会 

 〒211-0051 川崎市中原区宮内４丁目１番２号 

にご用意しています。 

 

１５．申込方法 ： 下記の手順にて申し込むこと。 

（１）申込書送付 ：（小、中、高学生は保護者の承諾書も提出のこと） 

 ⅰ）e-mailの場合 ：kawasaki_ski_race@googlegroups.com （承諾書は現地持参でも可）      

      ⅱ）郵送、ＦＡＸの場合 ：公益財団法人 川崎市スポーツ協会 

 〒211-0051 川崎市中原区宮内４丁目１番２号 

ＦＡＸ：０４４－７３９－８８４８ 

    （２）参加料金 ：下記へ振り込みのこと。 

      横浜銀行 湘南台支店 普通 1520431  

川崎スキー協会強化部 代表 森 雅昭 

・振込み者名の前に「シミン」を入れること。（例）シミン森雅昭 

・複数名振込みの場合は申込書の代表者の氏名で振込むこと。 

・リレーの参加費については、現地申込み、徴収のため振り込まないこと。 

 

１６．申込み期間 ： 

申込み開始   ：２０１９年１月 ４日（金） 

第１次締め切り（郵送、FAX） ：２０１９年１月１８日（金）まで 

第２次締め切り（e-mail） ：２０１９年２月 ４日（月）まで 

※損害賠償責任保険に加入するため、現地受付は行いませんので、ご了承ください。 

 

１７．その他 ： 競技中の事故については、応急処置のみ行いますが、その後の責任は負いません。 

申し込み後の参加種目の変更やキャンセルによる参加料の返却は出来ませんので

ご承知ください。 

         

１８．問い合わせ先等 ： 

   大会事務局 ：（問い合わせなどはこちらにお願いします） 

          e-mail ： kawasaki_ski_race@googlegroups.com  

          川崎スキー協会ＨＰアドレス： http://www.netlaputa.ne.jp/~ksa/ 

                                                                

現地本部  ：黒姫ライジングサンホテル （大会期間中のみ） 

       〒389-1303 長野県上水内郡信濃町黒姫高原   

TEL 026-255-3211 FAX 026-255-3215 

        お問合せ：http://www.risingsun-hotel.jp/inquiry/ 

 

１９． 個人情報の取り扱いについて ： 

選手、保護者、指導者の皆さんに多くの情報を提供させて頂くため、登録していただきました個

人情報の使用目的はスキー大会等を円滑に運営するために利用いたします。 

氏名、性別、所属クラブについては、リザルトに記載し、川崎スキー協会のＨＰで公開いたしま

す。上記以外の目的には一切使用せず、外部への情報提供については一切行いません。 

 

 ２０．安全と事故防止について 

   ・一般スキーヤーとの衝突事故防止のため、フリー滑走の際はスピードは控えめに滑走すること。 

   ・コース外の滑走などスキー場で禁止されていることは厳守すること。 

   ・大会会場への移動は交通事故等に十分に注意して安全に移動することを心がけること。 

 

以上 

 

http://www.netlaputa.ne.jp/~ksa/

