
 
福島県マスターズスキー競技会 

 	 第 30 回アルペン、第 15 回クロスカントリー要項  
1 主 	 催 	  	 福島県スキー連盟 
2 期 	 日 	  	 平成 28年 1月 16日(土)～19日(火) 
3 会 	 場 	  	 アルペン 	  	  	  	  	  	 猪苗代ミネロスキー場 

クロスカントリー 	  	 猪苗代クロカンコース 
4 競技日程 	 1月 17日(日) 	  	  	  	 クロスカントリー 	 クラシカル 
 	  	  	  	  	 1月 18日(月) 	  	  	  	 クロスカントリー 	 フリー 
 	  	  	  	  	 1月 19日(火) 	  	  	  	 アルペン 	 大回転 

5 組 	 別 
男 	 子 生 	 年 	 月 	 日 女 	 子 生 	 年 	 月 	 日 

30歳代 S56.1.1 ～ S60.12.31 30歳代 S56.1.1 ～ S60.12.31 
35歳代 S51.1.1 ～ S55.12.31 35歳代 S51.1.1 ～ S55.12.31 
40歳代 S46.1.1 ～ S50.12.31 40歳代 S46.1.1 ～ S50.12.31 
45歳代 S41.1.1 ～ S45.12.31 45歳代 S41.1.1 ～ S45.12.31 
50歳代 S36.1.1 ～ S40.12.31 50歳代 S36.1.1 ～ S40.12.31 
55歳代 S31.1.1 ～ S35.12.31 55歳代 S31.1.1 ～ S35.12.31 
60歳代 S26.1.1 ～ S30.12.31 60歳代 S26.1.1 ～ S30.12.31 
65歳代 S21.1.1 ～ S25.12.31 65歳代 S21.1.1 ～ S25.12.31 
70歳代 S16.1.1 ～ S20.12.31 70歳代 S16.1.1 ～ S20.12.31 
75歳代 S11.1.1 ～ S15.12.31 75歳代 S11.1.1 ～ S15.12.31 
80歳代 S06.1.1 ～ S10.12.31 80歳代 S06.1.1 ～ S10.12.31 
85歳以上 S05.12.31以前 85歳以上 S05.12.31以前 

 
6 競技規則 	 全日本スキー連盟競技規則最新版による。ただし全日本マスターズ国内特別ルール 
 	  	  	  	  	 及び大会要項に定められたものが優先する。 

7 参加資格 	 全日本スキー連盟会員登録者であって、本大会の趣旨に賛同される方。 
8 申込方法 	 【1】県連登録チームで申し込む。 
 	  	  	  	  	 【2】締切日 	 平成 28年 1月 5日(火) 	 17：00 
 	  	  	  	  	 【3】場所 	  	 福島県スキー連盟事務局(℡ 0242-62-4504) 
                       〒969-3133 	 福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島 26-2 
 	  	  	  	  	 【4】様式 	  	 事務局指定の用紙を使用すること。 
 	  	  	  	  	 【5】参加料 	 1種目 5,000円 (振込み票の写しを添付すること) 
               参加費振込先 	 大東銀行猪苗代支店 (普通預金) 1287038 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        福島県スキー連盟 	 県総体スキー大会 

9 スタート順 	  	 女性→男性の順で 85歳以上からの年齢順とします。 
10 表 	 彰 	  	  	  	 1位より 3位まで賞状を授与する。 
11 その他 	  	  	  	 参加料の一部は、競技本部強化経費に充てる。 
 	  	  	  	  	 尚、この大会は全日本スキーマスターズ大会の予選を兼ねることとします。 
 	  	  	  	  	  



開　催　日 時　間 区　分 場　　　　所

平成２８年 16:00 県総体 　猪苗代町

１月１６日（土） 16:30 県選手権 　体験交流館

スポ少 　（学びいな）

１月１７日（日） 10:00 ●　クロスカントリー（クラシカル） 県総体 　猪苗代町

　　　成年男子B・A  　少年男子　 １０Kｍ 　クロスカントリーコース

　　　成年男子C　　　　　　　　　　　　　５Km

　　　成年女子B・A　　少年女子　　 　５Km

　　　マスターズ　　　　男子・女子　 　５Km

12:00 ●　スポーツ少年団クロスカントリー（クラシカル） スポ少

　　小学校　男子　女子 　　３Km

１月１８日（月） 10:00 ●　ジャイアントスラローム 県総体 　猪苗代スキー場

　　　成年男子A・B・C 　ミネロ

●　クロスカントリー（フリー） 県選手権 　猪苗代町

　　　男　子　 １０Kｍ 　クロスカントリーコース

　　　女　子 　５Km

　　　マスターズ　　男子・女子 　５Km

１月１９日（火） 10:00 ●　ジャイアントスラローム 県総体 　猪苗代スキー場

　　　少年女子 　ミネロ

　　　成年女子A・B

　　　マスターズ

●　クロスカントリー 　猪苗代町

　　　女　子　 １５Km 　クロスカントリーコース

　　　男　子　 ４０Kｍ

１月１６日(土） 17:00 スポ少 　金山町御神楽館

　フェアリーランド

　金山スキー場

　　山形県総合体育大会のに参加

　　申　込　開　始 平成２７年１２月１日（火） 午前１０時

　　申　込　締　切 平成２８年　１月５日（火） 午後　５時

　　抽　選　会 平成２８年　１月６日（水） 午前　９時

　　競技本部理事会

第６８回福島県総合体育大会スキー大会競技会
（県選手権・スポーツ少年団）日程表

内　　　　　　　　容

開　会　式

監督会議（スポーツ少年団クロスカントリー）

　　（国体選手選考会）
午後　３時

１月１７日（日） 10:00 ●　ジャイアントスラローム スポ少

　　中学校男子　１０Km　中学校女子　　５Km

●　スペシャルジャンプ・コンバインドジャンプ

　　スポーツ少年団アルペン監督会議

平成２８年１月１９日（火）



団 体 名

代表者（監督）名 連絡先 〠 ☎

生年月日 年齢 性別 登録No. 種　　　　別 参加料（円） 備　　　考

人 円

※１　種　　　別　　　マスターズ男子１～８、マスターズ女子１～７

 ２　種目　　　大回転、５ｋｍ、１０ｋｍ

参加料合計

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合　　　　　計

氏　　　　　名 種　　　　　目

マスターズスキー競技会　アルペン、クロスカントリー　参加申込一覧表

alpine01
タイプライターテキスト

alpine01
タイプライターテキスト



県登録団体ごと、男女別記入し、申し込み責任者は問い合わせに回答できる人。
該当するところに記入又、〇で囲むこと。アルペン参加者で、SAF競技者登録を
している者は、参加選手氏名の欄に、管理登録証を貼り付けください。
管理登録証に誤りがある場合は、朱書きで修正をしてください。

チームランキング年齢生年月日参加選手氏名（ふりがな）

アルペン　ジャイアントスラローム クロスカントリー　　クラシカル　　フリー

クロスカントリー　　クラシカル　　フリーアルペン　ジャイアントスラローム

登録証添付欄

登録証添付欄

参加選手氏名（ふりがな） 生年月日 年齢 チームランキング

チームランキング

アルペン　ジャイアントスラローム クロスカントリー　　クラシカル　　フリー

登録証添付欄

参加選手氏名（ふりがな） 生年月日

生年月日

年齢

年齢

アルペン　ジャイアントスラローム クロスカントリー　　クラシカル　　フリー

福島県マスターズスキー大会申し込み書　個票　アルペン　クロスカントリー

（男子・女子）　NO

申し込み責任者氏名

団体名

〒 電話番号住所

チームランキング

登録証添付欄

参加選手氏名（ふりがな）



マスターズスキー競技大会 	  	 第 30 回アルペン 	 第 15 回クロスカントリー 	 申込金送金表  

＊該当に○をつけてください

加盟団体： 	 都道府県スキー連盟： 代表者・申込者：

連絡先住所：〒 	  	  	 － 	  	 

電話番号： － － 携帯番号： － － FAX番号 － －

内訳

項 	  	 目 単 	  	 価 数 	  	 量（名） 金 	  	 額（円）

大会参加費 5,000 円  
合 計
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