AWC (All West Championship) 2021
開催要項
【主催】

西日本スノーボード協会、中部スノーボード協会、東海スノーボード協会

【公認】

日本スノーボード協会
高鷲スノーパーク (中部スノーアライアンス株式会社)

【協力】
【協賛】
【開催地】
【競技バーン】
【開催日】
【参加資格】

【賞 典】

【競技方法】

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
高鷲スノーパーク
岐阜県郡上市
http://www.takasu.gr.jp/
レギュラーパイプ
2021 年 2 月 5 日 (金)
◇ 2020-2021 年度の公式用品委員会 認定用具使用者
◇ 西日本・中部・東海地区に所属する日本スノーボード協会会員
◇ 上記地区以外の会員 ※参加はオープン男女のみ
オープン男子
その他の年齢カテゴリ-

１位～５位
１位～３位

日本スノーボード協会 ｢スノーボード競技規則 2019 年度版｣に則って行なう
※ 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/

【主要役員】

大会名誉会長

中部スノーアライアンス株式会社

大会実行委員長

西日本スノーボード協会
中部スノーボード協会
東海スノーボード協会
日本スノーボード協会
日本スノーボード協会

大会組織委員長
Technical Ｓｕｐｅｒvisor
【参加費】
【申込方法】

川端 俊輔
増田
吉原
中條
永田
小北

恒
和清
龍徳
大嗣
良介

別紙参照
デジエントリーを使用してエントリー申込みを行う
デジエントリー

【申込期間】
【開催カテゴリー】

取締役
社長
会長
会長
会長

http://dgent.jp/esba/

12 月 15 日(火) ～ 1 月 25 日(月) (他地区者は欠員分の抽選となります。)
U-15 男女、U-18 男女、OPEN 男女、30+男女
※U-9・U-12 はスキップグレードで出場可能

【出走順】

JSBA ポイントランキング順の出走となります
※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】
【選抜方法】

第 39 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/)
中部・東海・西日本の年齢別カテゴリーの選抜人数(エントリー数により変動)の合計を、そ
れぞれのカテゴリー上位より選抜いたします。(同順位の場合は、ランキング上位を選抜)
例) オープン男子の選抜人数が、中部 4 名・西日本 3 名・東海 3 名の場合
各地区の合計人数(4 名＋3 名+3 名=10 名)
・・・・・オープン男子上位 10 名が全日本へ選抜されます。

【他地区会員のエント
リーについて】

西日本・中部・東海地区以外の会員の参加も可能となります。
ただし、エントリーは先着順となり、予定人数の欠員分のみの受付となります

【受付場所】

オープン・30+
アンダーカテゴリー
他地区よりのエントリー
センターハウス 2F 特設受付

【受付時間】

午前７時３０分～８時３０分

【エントリー費】

特別割引券 3,500 円

【選手用リフト券】
◇

デジエントリーにて事前申し込みの上でご購入ください。選手受付時にお渡しいたし
ます。

◇

◇

選手受付時にリフト券チェックを行います。必ずリフト券を所持の上で受付にお越し
ください。
高鷲スノーパークでは、リフト代金(全日券)にハーフパイプ使用料が含まれて
います。大会参加者はリフトの使用有無にかかわらず、リフト券(全日券)の購
入が義務付けられます。
また、半額券・招待券等は使用出来ませんので、ご注意ください。
前日の公開練習は、設けておりません
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・賠償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
｢2020 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）
開催リゾート駐車場において、車中泊を行うことはご遠慮ください
主催者の都合による中止以外は返金いたしません
高鷲観光協会
℡ 0575-72-5000
開催日より過去 2 週間以内に海外渡航歴がある方、また海外在住者との濃厚
接触がある 方は参加できません
開催日より過去 2 週間以内に発熱、咳、倦怠感、味覚嗅覚障害等、体調不良
のあった方 は参加できません
開催日より過去 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受けた
方、また医 師に自宅待機指示を受けた方は参加できません
開催日より過去 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症の陽性者との濃厚接
触があった 方は参加できません
同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる方は参加できません
開催当日、外出前に自宅で検温し、37.5 度以上の発熱(または平熱比１度超過)
がある方 は参加できません。(当日会場にて検温させていただく場合がありま
す)
開催当日は必ずマスク等を持参し、着用してください

◇

咳エチケットや手洗い、消毒等の感染対策に努めてください

◇

参加者から陽性者が出た場合、必要に応じて感染拡大防止に必要となる個人情
報を 保健所等の公的機関に提供いたします

◇

感染症防止を念頭に、予期せぬスケジュール変更や対応を行う場合があります

◇

【公開練習】
【注意事項】

◇
◇
◇
◇
◇

◇
◇
【宿泊案内】
【感染症防止関連】

9,000 円
6,000 円
11,000 円

◇
◇
◇
◇
◇
◇

新型コロナウイルス 感染拡大防止のための
ＡＷＣガイドライン

2021 AWC (All West Championship)
新型コロナウイルス感染防止の観点から以下のようなガイドラインを設けます。参加者は内容を熟読
し、すべての項目に了解の上で参加申し込みをしてください。

TC ミーティング(ライダーズミーティング)は、開催いたしません
大会スケジュール、注意事項、その他伝達事項は、下記のように連絡をいたします。
① 指定の SNS(LINE,Facebook 等)を用いたネット配信
参加者の事情により指定の SNS を使用できない場合は、情報が伝達できません。あらかじ
め了承の上でご参加ください。
② 案内時にお渡しする競技会案内
③ 大会成績に関しては、東海スノーボード協会ホームページに掲載いたします。

受付(レジストレーション)について
受付時間と場所

午前 7 時 30 分～8 時 30 分/センターハウス 2F 特設受付にて

■コロナ感染防止対策としてゼッケンは使用せず、ID カードを使用いたしますので、必要時の掲示にご協
力ください。
■受付に際し、検温、手指消毒、マスク着用にご協力お願いいたします。
■感染症防止チェックリストの提出を毎種目お願いいたします。チェックリストは、後日ご案内する URL
より web 提出が可能です。(提出の確認ができない場合は参加不可となります)
■通常よりも受付に時間がかかりますので、余裕をもってお越しください。

大会成績の公告について
失格等の違反行為については、場内放送を用いたアナウンスメントにて即時公告いたします
スタートリスト・成績表については、それぞれの種目の慣例に従い、随時 SNS にて発表いたします。

マスクの着用について
競技会中は、マスク(フェイスガード含む)の着用を義務付けいたします。ただし、競技滑走中は外して
も良いものとします。

表彰式について
表彰式は行いません。
公式リザルト発表し 30 分以上経過後、上位入賞者(賞典対象者)は、指定の場所に集合していただき、表
彰状・副賞の授与および記念撮影を行います
なお、表彰者の肖像権(競技会関連)に関しましては、東海スノーボード協会に帰属するものとします。
※ホームページ上に画像等が掲載されます。

全日本選手権選抜者の発表について
大会終了後の全日本選抜者の発表・要項配布等は WEB 上で行い、現地での開催はありません。
なお、辞退者の繰り下げは、エントリー時の『全日本選手権参加への意思確認』の回答により自動的に
行われますので、ご注意ください。

