2021 Speed Factories
in 白樺湖ロイヤルヒルスキー場

大会案内
日時

： 2021 年 1 月 23 日（土）～24 日(日)

場所

： 白樺湖ロイヤルヒルスキー場

(長野県茅野市北山 白樺湖)

URL; http://www.royalhill.co.jp/

主催

：

Speed Factory 実行委員会

協力

：

白樺湖ロイヤルヒルスキー場
レストラン・ウィスラー

公認

：

日本スノーボード協会 公認 GⅠ大会
日程・開催種目及び募集定員

23 日(土)

GS ジャイアントスラローム

カテゴリー

オープン男子の部

オープン女子の部

+40 男子の部

(募集定員)

(100 名)

(20 名)

(20 名)

参加対象

JSBA 会員のみ参加可、JSBA ポイント対象

どなたでも

24 日(日)

DU デュアルスラローム

PSL

カテゴリー

オープン男子の部

オープン女子の部

エキシビジョン

(募集定員)

(100 名)

(20 名)

(20 名)

参加対象

どなたでも

JSBA 会員のみ参加可、JSBA ポイント対象

エントリー費

：

8,000 円

エントリー方法

：

デジエントリーにてお申し込みください

エントリー期間

：

2020 年 12 月 11 日(水)～2021 年 1 月 15 日(金)

参加資格等

：

日本スノーボード協会会員及びスノーボード愛好者(エキシビジョンのみ)
+40 男子は、登録年度の 12 月末日に 40 歳以上の男子

選手用リフト券

：

大会参加者用に、特別割引リフト券を販売いたします。
通常１日券 4300 円を、3300 円
（レストランウィスラーで使える昼食クーポン 1000 円分付き）

受付時間と場所

：

各種目開催日の朝 7 時 30 分～
レストラン ウィスラー 玄関前 特設受付

その他

：

+40 男子のポイントは、参加人数によりバリューが変動します。
※詳しくは JSBA ポイントテーブルを参照してくださ
い

各カテゴリーともに、参加者が 8 名以下の場合は、SL として競技を行います
24 日開催のエキシビジョンについては、別項を参照してください
大会事務局

：

レストランウィスラー内

本大会に関するお問合せは・・・ スピードファクトリー実行委員会
〒490-1111 愛知県あま市甚目寺市場 72-1 (東海スノーボード協会内)
Tel: 052-449-2532 / Fax: 052-449-2533

アルパイン競技 エキシビジョン

開催日程

1 月 24 日(日)
Speed Factories

in 白樺湖ロイヤルヒル(ＧⅠ大会)にて開催

① ソフトブーツの部 男女
② ロイヤルクラス

競技内容

男女 (60 歳以上の競技者)

① ソフトシェルブーツ着用者
② 満年齢 60 歳以上の競技者


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。


競技方法

参加費

申し込み方法

受

付

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



全参加者は、ヘルメットの着用が必要となります。

会員、非会員を問わずスポーツ賠償責任保険加入者

6,000 円
2020 年 12 月 11 日(水)～2021 年 1 月 15 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、レストランウィスラー
の玄関前にて行います。また、競技説明は SNS を通じて行います。
・オープンクラス等 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。
・ソフトブーツクラスにおいては、全日本スノーボード選手権大会エキシビジョンへの

その他

選抜を行います。
男子上位 3 名・女子上位 2 名 (会員・非会員を問わず)
※該当者にはメールによりエントリー案内をいたします。

新型コロナウイルス 感染拡大防止のための
大会ガイドライン
2020－2021 シーズン 日本スノーボード協会公認大会は、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て運営いたします。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。


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

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)を用いた配信またはデジエントリー登録のアドレスへのメール配信
※参加者の都合により受信が出来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 (タイムスケジュール等のみ)
③ 大会成績は、数日後に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
受付及び ID の配布等は、密にならないよう配慮されたエリアにて行い、直前の体温をそれぞれ計測の上、チ
ェック票を提出していただきます。(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
タイム等については電光掲示板に掲示やアナウンスメントをいたしますが、ジュリーによる確定前は、すべ
て仮成績といたします
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。

