第 37 回 ＪＳＢＡ全日本スノーボード選手権 東海地区大会
開催要項
【主催】 東海スノーボード協会
【公認】 日本スノーボード協会
【協力】 中部スノーアライアンス株式会社 (高鷲スノーパーク)
東和観光株式会社 (鷲ケ岳スキー場)
株式会社マックアース (菅平パインビークスキー場)
株式会社 鈴木商会 (白樺湖ロイヤルヒルスキー場)
【協賛】 ＪＳＢＡ認定協力会 東海地区加盟各店
ＪＳＢＡ公式用品委員会加盟各企業
株式会社 YAMAZEN ROCK THE KIDS
株式会社 東海サービスセンター
【開催地】
(スノーボードクロス競技)
菅平パインビークスキー場
長野県上田市

http://pinebeak.jp/
(スロープスタイル競技)、(ストレートジャンプ競技/合同開催)

鷲ケ岳スキー場
岐阜県郡上市

http://ski.washigatake.jp
（ハーフパイプ競技/合同開催)

高鷲スノーパーク
岐阜県郡上市

http://www.takasu.gr.jp/
(アルパイン競技)

白樺湖ロイヤルヒルスキー場
長野県茅野市北山

https://royalhill.co.jp/
【開催日程】
日時
2 月 3 日(日)

種目

大会名
ハーフパイプ

(HP)

AWC (All West Championship)

備考
東海・中部・西日本合同

第 37 回 全日本スノーボード選
手権 東海・関東地区大会 AL in
関東地区と併催
2 月 17 日(日)
デュアルスラローム(DU)
白樺湖ロイヤルヒル
2 月 18 日(月)
ストレートジャンプ(SJ)
SJ 合同予選会
東海・中部・西日本合同
第 37 回 全日本スノーボード選 19 日 G1 大会、20 日西日本
2 月 21 日(木）
スロープスタイル(SS)
手権 東海地区大会 SS
大会と併催
第 37 回 全日本スノーボード選
2 月 24 日(日)
スノーボードクロス(SX)
手権 東海地区大会 SX in 菅平
23 日 G1 大会と併催
パインビーク
※ハーフパイプ競技については合同開催となりますので、別途要項をご確認ください。
※本年度より公式競技となるストレートジャンプにつきましては、別途要項をご確認ください。
【参加資格】
１．公式用品委員会 認定用具使用者で、下記の 2～4 に該当する者
２．東海地区公認チームに所属する会員
３．東海地区以外の会員 ※オープン男女のみ参加可能、全日本選考対象にはなりません。
４．東海地区のチーム未所属会員 ※オープン男女のみ参加可能、全日本選考対象にはなりません。
【賞 典】
各種目
オープン 男子
１位～５位 (一部の種目は 3 位まで)
その他の年齢カテゴリ１位～３位
※ 一部種目にて、学童年齢表彰を行う予定です。
2 月 16 日(土)

ジャイアントスラローム(GS)

【競技方法】
日本スノーボード協会 ｢スノーボード競技規則 2018 年度版｣に則って行ないます。
※ スノーボード競技規則は、日本スノーボード協会ホームページでダウンロード出来ます。
https://www.jsba.or.jp/games/rules/

【申込方法】

デジエントリーより申込みを行う。
デジエントリー
http://dgent.jp/esba/

【エントリー期間】

12 月 11 日(火)～ 各種目締切日

【主要役員】
（予定）
大会名誉会長
信州菅平高原パインビーク
高鷲スノーパーク
鷲ヶ岳スキー場
白樺湖ロイヤルヒルスキー場

支配人
支配人
総支配人
支配人

※デジエントリー参照の事

深澤
中島
井森
中山

美樹
大治
誠
隆樹

大会実行委員長
中條 龍徳 （東海スノーボード協会 会長）
大会組織委員長
永田 大嗣 （日本スノーボード協会）
技術代表
永田 大嗣 （日本スノーボード協会）

【参加費】

（１種目につき）

￥８,０００
￥６,０００
￥１０,０００

(SJ 種目は別途定める)
ジュニア及びユースカテゴリーへのエントリー者
東海地区個人登録会員
※他地区会員はデジエントリーを参照してください。

【開催カテゴリー】
種目

開催カテゴリー

スノーボードクロス
SX
アルパイン
GS/DU
スロープスタイル
SS

備考

オープン男女、ジュニア男女、シニアメン男子
ユース男女(エキシビジョン)
オープン男女、ユース男女、ジュニア男女、40＋男子
(40 歳以上)、50＋男子(50 歳以上)、35+女子
オープン男女、ジュニア男女、

選考会(トライアウト)通過の
ユースは、参加可能

ストレートジャンプ
SJ
ハーフパイプ
HP

オープン男女

選考会(トライアウト)通過の
ユースは、参加可能

オープン男女、ジュニア男女、シニアメン男女、
ユース男女

※アルパイン/DU 種目は、各カテゴリーの参加人数が 12 名以下の場合、スラロームとして競技します。
※スロープスタイル/ユース選手選考会により選抜された方は、一般もしくはジュニアカテゴリーに参加可能です。
※エキシビジョンカテゴリーは、全日本選抜の対象外となります。

【アルパイン年齢カテゴリーの変更について】
2017-2018 シーズンより、アルパイン競技会の年齢別カテゴリーが下表の新区分に変更となりました。

旧区分

新区分
2018 年度
1969 年 1 月 1 日～
1978 年 12 月 31 日生まれ

名称

対象

名称

対象

シニア男子

35 歳以上

40+ 男子

40 歳以上

45 歳以上

50+ 男子

50 歳以上

1968 年 12 月 31 日以前生まれ

35 歳以上

35+ 女子

35 歳以上

1983 年 12 月 31 日以前生まれ

シニア 2 男
子
シニア女子

※上表はアルパイン種目のみを対象に実施いたします。
※その他カテゴリーの変更は予定しておりません。

▼各カテゴリー出場可能範囲
40+ 男子 ⇒ 「オープン」「40+」 に出場が可能
50+ 男子 ⇒ 「オープン」「40+」
「50+」 に出場が可能
35+ 女子 ⇒ 「オープン」「35+」 に出場が可能
※男子は 1979 年 1 月 1 日以降、女子は 1984 年 1 月 1 日以降に生まれた方は上記カテゴリーには出場で
きません。オープンカテゴリーまたは各年齢に該当するカテゴリーにご参加ください。

▼ポイントランキング付与ポイントについて

「40+ 男子」「50+ 男子」「35+ 女子」ともにシニアポイント（オープンカテゴリーの 70%）が付与されます。

【注意点】








すべての参加者は、流れ止めとクラッシュヘルメットの装着が義務付けられています。
競技規則により、参加者は傷害保険の加入が義務付けられています。未加入者はエント
リーできません。
｢2018 年度 日本スノーボード協会 公式用品｣以外での出場は認められません。
天候やコンディション等により、大会日・会場・コース・内容を変更する事があります
のであらかじめご了承ください。
参加者は、ホテルのロビー・休憩所・通路などで他の利用者の迷惑になるようなことは
避け、競技者として自覚ある行動をとって下さい。くれぐれも役員や関係者に注意され
る事の無いようにお願いいたします。（レッドカードやイエローカードの対象になる場
合があります。
）
主催者の都合による中止以外は返金いたしません

【シード権及び出走順】

シード権及び出走順は以下の通りです。

種目

出走順及びシード

SX

JSBA ポイントランキング順にヒート分けされます。

AL

別紙 「アルパイン出走順について」

SS
HP

JSBA ポイントランキング順の出走となります。

SJ

フルドローによる出走順となります
※

を参照してください。

JSBA ポイントランキングは、開催日の前週のものが適用されます。

【本選出場枠】
第 37 回 全日本スノーボード選手権大会への出場枠は、日本スノーボード協会公式ホームページ
にて発表されます。(http://www.jsba.or.jp/) なお、全日本シード保持者が該当した場合、繰上
げされます。
また、地区からの選抜方法については、各種目の詳細をご覧ください。

【他地区会員・チーム未登録者（個人）のエントリーについて】
東海地区以外の会員及び東海地区の個人会員（チーム未所属者）の参加も可能です。ただし、下記の制限があり
ますのでご注意ください。
・ 成績表には表記されますが、全日本選抜枠対象からは除外されます。
・ エントリーは先着順となり、各種目の欠員分のみの受付となります。
※ 東海地区の会員で、他地区の地区大会に参加を希望される場合は、その地区の募集要項に従ってください。
【その他】
各種目に関しての詳細は、別紙にてご確認ください。

第 37 回 全日本スノーボード選手権
東海・関東地区大会 AL in 白樺湖ロイヤルヒル
アルパイン競技

2 月 16 日 (土) ジャイアントスラローム(GS) ジャイアントコース
2 月 17 日（日）デュアルスラローム(DU) パノラマ B コース

開催日程

会場

白樺湖ロイヤルヒルスキー場

ＴＣミーティング

長野県茅野市北山

日時/ 各種目前日の午後５時より
会場/ GS 白樺湖ロイヤルホテル 1F 大広間
DU レストラン ウィスラー
※ライダー個人の参加も可能。(投票権は TC のみ)
キャプテンはチーム員が参加する場合、必ず出席しなくてはなりません。欠席された場合、
そのチーム員は競技に出場する事が出来ません。
※代理人の参加は可能ですが、TC の委任状が必要となります。

大会事務局

選手用リフト券

白樺湖ロイヤルホテル内
特別割引リフト券 3,200 円 (レストランウィスラー 昼食券 1000 円分付き)
※通常一日券 4,800 円
販売場所
・ 各 TC ミーティング会場(翌日分のみ)において、販売いたします。
・ また、各催日の朝、(16 日:ロイヤルホテルスキー場側玄関、17 日:レストランウィ
スラー入口)にて販売いたします。(販売時間はタイムスケジュールをご確認ください)
※選手及び関係者（TC/コーチ/ご家族/サポーターなど）も、購入可能です

表彰

一般男子１位～５位、その他のカテゴリー１位～３位

2018 年 12 月 7 日(金)～2019 年 2 月 5 日(火)
※デジエントリーにてお申込みください。

申し込み期日

その他

※1 月 27 日（日）ロイヤルヒルスキー場にて行われる Speed Factories(DU)でエキシ
ビジョンとして、ソフトブーツｶﾃｺﾞﾘｰ PSL（男女クラス・年齢制限無し）/ ロイヤルクラス
(60 歳以上)を予定しています。

※タイムスケジュール等は変更になる場合があります。エントリー受付後の案内をご
確認ください。

第 37 回 全日本スノーボード選手権
東海・関東地区大会 AL in 白樺湖ロイヤルヒル
アルパイン競技の出走順及び全日本出場枠

出走順

開催カテゴリーと出走順
① ユース女子
② ユース男子
③ 50+ 男子
④ 40+ 男子
⑤ 35+ 女子
⑥ ジュニア女子
⑦ ジュニア男子
⑧ オープン女子
⑨ オープン男子
すべての競技者は、前週金曜日発表のポイントランキング順に滑走します。
また、TS 判断により、変更になる場合があります

その他

DU 競技において、各年齢カテゴリーの参加者が 12 名以下の場合は、予選２本
の滑走で成績を確定いたします。

成績

DU について
全参加者の上位(一般男子 8 名、女子 4 名、その他 4 名)が東海・関東別途の KO
ファイナルに進出する。
終了後、東海・関東の個別リザルトを算出する。
GS について
二地区の総合リザルトにより、東海地区個別リザルトを作成し、順位とする。

1 月 26・27 日開催の Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル(ＧⅠ大会)を特

別指定大会とし上位者より、また 2 月 9 日付発表のポイントランキング上
位者より、それぞれ下記の人数を選抜する。それ以外は地区大会の成績順
に選抜する。
全日本選抜

・オープン男子

指定大会にて上位 3 名、ポイントランキングより 3 名

・オープン女子

指定大会にて上位 1 名

※G1 大会にて権利を得たものが、地区大会の他のカテゴリーで権利を得た場合、選択す
ることが出来る。(例: G1 にて選抜された者が、地区大会一般で選抜された場合等) こ
の場合、放棄された権利は繰り下げいたします。

アルパイン競技 エキシビション
ソフトブーツクラス&ロイヤルクラス

開催日程

1 月 27 日(日)
Speed Factories

競技内容

①
②


競技方法





参加費
申し込み方法

受

付

in 白樺湖ロイヤルヒル(ＧⅠ大会)にて開催

ソフトブーツの部 男女 (ソフトシェルブーツ着用者)
ロイヤルクラス
男女 (60 歳以上)
①については、ソフトシェルブーツ (ソフトブーツ)を使用すること。
また、ボードの形状については自由とする。
DU コースを用いたスラローム競技とする。交互にコースを滑走し、そ
のタイムにより成績とする。
その他は、JSBA 競技規則に順ずる。
参加対象 会員、非会員を問わずスポーツ賠償責任保険加入者

5,000 円
2018 年 12 月 7 日(金)～2018 年 1 月 18 日(金)
※デジエントリーにてお申込みください。
受付(BIB の配布)は、競技当日の午前 7 時 30 分よりホテル玄関ロビーにて
行います。また、競技説明は開会式にて行います。

特別割引リフト券 3,200 円 (レストランウィスラー昼食券 1000 円分付き)
※通常一日券 4,800 円
選手用リフト券

販売場所
・ 開催日の朝、BIB 配布場所にて販売
※選手及び関係者（TC/コーチ/ご家族/サポーターなど）も、購入可能です

その他

・本競技に出場する選手のダブルエントリーは出来ません。
・全日本選手権への選抜はありません。

第 37 回

ＪＳＢＡ全日本スノーボード選手権大会 東海地区大会
スロープスタイル

開催日程

2 月 21 日（木） スロープスタイル(SS)

会場

鷲ヶ岳スキー場
岐阜県郡上市 http://ski.washigatake.jp
開催日の前日 午後５時より
レストランアイガー2F レストラン内にて

ＴＣミーティング

大会事務局
選手用リフト券

申し込み方法
宿泊案内

キャプテンはチーム員が参加する場合、必ず出席しなくてはなりません。欠席さ
れた場合、そのチーム員は競技に出場する事が出来ません。
※代理参加は可能ですが、TC の委任状もしくは ID カードの掲示が必要となりま
す。

レストラン アイガー内
前日の TC ミーティングで割引券をお渡しいたします。
また、web サイトの割引もご利用いただけます。
2018 年 12 月 7 日(金)～2019 年 2 月 9 日(土)
※デジエントリーにてお申込みください。
高鷲観光協会 TEL 0575-72-5000

スキーハウス内でのワクシングは厳禁となります。
発見した場合は、失格といたしますのでご注意ください。
※ ワクシングブースを設置いたしますので、必ずそちらをご利用ください。
スポーツマンシップにのっとった行動をお願いいたします。

その他
ユース年齢競技者は、２月１８日(月)に開催されるトライアウトに参加・認定を受ける
事により地区大会への参加が可能となります。
2 月１９日(火)は公認 GⅠ大会、２０日(水)は西日本地区大会が開催されます。
開催要項・エントリー等の詳細は、各組織委員会にお問い合わせください。

※開催時間は変更になる場合があります。エントリー受付後の案内をご確認ください。

マックアースカップ 第 37 回 全日本スノーボード選手権
東海地区大会 SX in 菅平パインビーク

開催日程
会場

ＴＣミーティング

大会事務局
申し込み期日

選手用リフト券

2 月 24 日（日） スノーボードクロス(SX)
菅平パインビークスキー場

長野県上田市菅平高原

日時/ 前日の午後５時より
会場/ レストラン モンテローザ
※ライダー個人の参加も可能。(投票権は TC のみ)
キャプテンはチーム員が参加する場合、必ず出席しなくてはなりません。欠席され
た場合、そのチーム員は競技に出場する事が出来ません。
※代理参加は可能ですが、TC の委任状が必要となります。

スキー場 センターハウス 2F
2018 年 12 月 7 日(金)～2018 年 2 月 9 日(土)
※デジエントリーにてお申込みください
選手用特別割引リフト券の販売はありませんので、各自でお求めください。
販売場所は、スキー場窓口、菅平エリアの宿泊施設(ホテル及び民宿)、コンビニ等の
事前販売施設となっております。
パインビークスキー場をご利用いただくには、下記のようにいくつかのリフト券があり、それぞれにリフト乗
車可能時間が異なりますので購入の際はご注意下さい。
①パインビークエリア限定リフト券：リフト乗車可能時間：7：00～16：30
②菅平全山共通券（オールエリア券）：リフト乗車可能時間：8：30～16：30
③マックアースグループシーズン券：リフト乗車可能時間：7：00～16：30

リフト券の
注意事項

①、②の販売先は、スキー場窓口、菅平宿泊施設、コンビニ等事前販売施設で販売をしておりま
す。※料金は、各所でご確認いただく必要がございます。
尚、宿泊施設での販売は、リフト券とリフト引換券の２種類がありコンビニ等事前販売施設では引
換券のみの販売となります。
引換券をお持ちのお客様は、券売所にてリフト券と引き換えをする際、パインビークエリア限定リフト
券で有る事をお確かめ下さい。
券売所は、リフト始動時間３０分前からオープン致します。
③のシーズン券はもちろん、グループ割引の適用のシーズン券の場合は、大人 2,000 円、小人 1,000
円で、リフト券をお求めいただけます。
パインビークのシーズン券をお持ちの方は、券売所にてリフト券に交換する必要は無くそのままリフトリ
フト乗車で来ます。
その他のシーズン券に関しては、券売所にてリフト券と引き換えをしてリフト乗車して下さい。

全日本選抜に
ついて

併催大会

全日本実行委員会発表の地区選抜人数を、本大会上位者より選抜します。
同位者がいた場合、前週のポイントランキングにより選抜を行います。

23 日(土)は、公認 G1 大会 follow’s&sp.d CrossChallenge が開催され
ます。
詳細・エントリーにつきましては、デジエントリーの該当ページを参照
して下さい。

※開催時間等は変更になる場合があります。エントリー受付後の案内をご確認ください。

ユース年齢のスロープスタイル選手 特別選考会 開催要項

(SS ユース トライアウト)
趣旨
開催日程
会場
参加費
申込方法

集合時間と場所

ユース年齢競技者はトライアウト(選抜会)において認定を受ける事で、公
認大会のジュニア・一般カテゴリーにエントリーできるようになりました。
２月１８日 (月)
鷲ヶ岳スキー場
岐阜県郡上市

５,０００円

2018 年 12 月 7 日(金)～2019 年 2 月 9 日(土)
※デジエントリーにてお申込みください。
２月１８日(月) 午前 8 時 00 分～
レストラン アイガー内 大会事務局
※本人確認後、BIB をお渡しいたします。
■選抜された選手は、“ユース特別指定選手”となり、今後の JSBA 公認大会のオ
ープン及びジュニアカテゴリーに参加することが出来ます。

補足事項

■ 同日午後開催のストレートジャンプ予選会、19 日(火)開催の G1 大会、２０日
(水)西日本地区大会、２１日(木)開催の東海地区大会に、特別枠として参加が
できます。
(ただし、JSBA 会員登録が必要です。/選抜結果発表後にエントリー受付いた
します。)

総評について

トライアウト終了後に HJ による総評を行います。 地区協会に登録しているチーム
キャプテン、 JSBA 公認コーチ、BOR（競技役員基礎知識 講習）受講者に限り要
望があれば情報提供を行いますが、参加者または保護者からの個別質問は受けら
れませんので、あらかじめご了承ください

選考基準

「一般選手と同じコースで競技が可能かどうか」をジャムセッションの中で総合的に
判断します。

その他

SS ユーストライアウトへの参加はユース対象年齢であればどなたでも可能で
す。（非会員も可）
しかし、SS ユーストライアウトを通過した選手が、G1 大会・地区大会及び全日本
選手権へ出場するには会員登録が必要となります。
指定の入会申込書にて入会手続きを行い、各大会の要項に従いエントリーする
ようお願い致します。

※ 開催時間は変更になる場合があります。エントリー受付後の案内をご確認ください。

第 37 回 ＪＳＢＡ全日本スノーボード選手権大会 東海地区大会
スノーボードクロス エキシビジョン (ユースの部)

開催日程

会場

内容
参加費
申し込み期日

参加資格

受付

その他

リフト券について

大会事務局

２月２３日（土） follow’s&sp.d CrossChallenge(G1)にて開催

菅平パインビークスキー場

長野県上田市菅平高原

一般用 SX コースを使用して、体験滑走及び模擬レースを行ないます。
5000 円
2018 年 12 月 7 日(金)～2019 年 2 月 9 日(土)
※デジエントリーにてお申込みください
・２０１８年末日において、満１４歳以下の方
・スポーツ傷害保険加入者
・非会員も参加可能です
当日の朝 7 時 15 分～8 時に、センターハウス 2F 大会受付までお越しください。

・危険防止のため、コーチの指示により体験滑走を行なった後、模擬競技を行ない
ます。
・賞典等はありません。
・全日本選手権大会 EX への出場選抜ではありませんので、ご注意ください。

選手用特別割引リフト券の設定はありません。
☆菅平エリアの宿泊パックリフト券等をご利用ください。

センターハウス 2F

※開催時間等は変更になる場合があります。エントリー受付後の案内をご確認ください。

