
 1.主　　催　群馬県スキー連盟
 2.主　　管　群馬県スキー連盟競技本部競技会運営部・尾瀬スノースポーツクラブ
 3.協    賛　ＨＥＡＤ Ｊａｐａｎ株式会社
 4.後　　援　群馬県教育委員会・上毛新聞・スノーパーク尾瀬戸倉・日本ケロッグ㈱
　　　　　　 コカ･コーライーストジャパン㈱・㈱アイ・リンク
 5.大会本部　スノーパーク尾瀬戸倉　TEL:0278-58-7511　FAX:0278-58-7878
 6.期日会場　第１戦　平成29年1月20日(金)～22日(日)　スノーパーク尾瀬戸倉
 7.日    程

 8.組　　別

 9.種　　目　GS:AB-1本×2レース（ナイター）、GS:K1・K2-2本レース
10.参加資格　以下の条件を満たした者に参加資格を与える。
　　　　　　 (1)ＳＡＪ会員登録者であること。
 　　　　　　(2)群馬県選手管理登録者（群馬県選手のみ）であること。
 　　　　　　(3)K1、K2はSAJ選手管理登録者であること。
             (4)傷害保険に加入していること。
             (5)保護者の同意書と、責任ある引率者の付き添いが得られる者。
　　　　　　 (6)出場人員に対する下記の割合の競技役員(競技役員)派遣が可能なこと。
　　　　　　　　協力の無い場合は選手の出場を取り消すこともある。

 6～10名

2名

　　　　　　 (7)上記の割当数の旗門審判員の氏名を申し込み時に提出すること。
11.出場人員　参加選手が180名を超える場合は、関東ブロック以外での申し込みのSAJ
 　　　　　　ポイント下位の者から制限を行う。その際、ノーポイントの場合は主催
　　　　　　 者側の判断による。但し下記の通り、各組及び種別ごとのプロテクト数
             を各県に与える。
　　　　　　 群馬40、埼玉30、栃木20、茨城10、東京45、神奈川25、千葉10
　　　　　　 180名に達しない場合は各県に振り分ける。
12.競技規則　この要項に定めるほかSAJ競技規則最新版及びSAJ公認アルペンユース競技会
             開催要領による。
　　　　　　 スタート順はK1、K2はSAJポイントを、A･BはSAGポイントを採用するが、県外
             の選手はオールドローとする。また事前ドローを採用しDSが出た場合はすべ
　　　　　　 て繰り上げる事とする。Ａ・Ｂの2レース目のスタート順は、1本目と同じと
　　　　　　 する。

兼　2017　関東ユースシリーズ第1戦　群馬大会

全日本スキー連盟Ｂ級公認
2017　第7回アルペンユース競技会群馬県大会　第1戦HEAD CUP開催要項

競技開始 17:00 第2B線コース(A、B)1/21（土）

開会式・ＴＣＭ

受　　付

競技終了後

女子

尾瀬高原ホテル2F大広間

尾瀬高原ホテル2F大広間

※競技前日のTCMにおいて、ゼッケンを配布するのでチーム代表者は必ず出席のこと。万
一、TCMに出席できない場合は、DSの有無、代理人氏名を事前に大会本部にFAXで連絡す
ること。

※競技日程の中で競技開始時間については変更もあります。最終決定は前日のTCMとす
る。

※気象条件により変更する場合があります。

GSコース(K1､K2)

尾瀬高原ホテル2F大広間

GSコース(K1､K2)8:30

19:30

8:30

19:30

19:00
1/20（金）

1/22（日）
表彰式及び閉会式

競技開始

ＴＣＭ

競技開始

2006.4.2生～2008.4.1生迄

男子区分

Ｂ（小３～小４迄）

 1～ 5名 11～15名

Ｋ１（小５～小６迄）
Ｋ２（中１～高1早生迄）

16名以上出場人員

2004.4.2生～2006.4.1生迄
2001.1.1生～2004.4.1生迄

Ａ（小１～小２） 2008.4.2生～2010.4.1生迄

1名 3名 4名競技役員



13.表    彰　各組男女とも第6位まで表彰する。
14.参 加 料　１レースにつき3,500円
             （但し、群馬県内の選手は3,000円とし不足分は群馬県連より負担）
　　　　　　　・申し込み後の選手の変更並びに参加料の返還は一切行わない。
　　　　　　　・遅延申込み及び記載事項不備、参加料同時未納の申込みは受け付けない。
15.申込手続　申込方法　次の要領にて書類を作成し参加料と共に所属団体より申し
                       込むこと。ただし、現金の送付は現金書留によること。
             (1)申込期日：2017年1月10日（火）　抽選日：2017年1月18日（水）
　　　※現地大会事務局において、県連競技本部員の立会いのもと、事前ドローを実施。
　　　　尚、希望する者は申込代表者として立ち会う事ができる。
             (2)申込先    〒378-0411　群馬県利根郡片品村戸倉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スノーパーク尾瀬戸倉内　
 　　　　　　                       　アルペンユース競技会群馬大会事務局　宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL0278-58-7511 　　　FAX0278-58-7878　　
             (3)申込書類は、〈様式1〉競技会送金総括表　ＳＡＪエントリーフォーム
                を使用する事。

  ※主催県以外からエントリーする場合は、各都道府県単位とする。
             (4)その他　申し込み手続き不備の者は出場資格を与えない。
16.ＳＡＪポイントについて
　           Ａ・ＢにはＳＡＧポイントをつける。（群馬県選手のみ）
             Ｋ１・Ｋ２にはＳＡＪポイントをつける。
17.ＳＡＪ公認大会スタート数の制限について

18.そ の 他　(1)参加者は安全確保に十分注意すること。
             (2)傷害処置については、主催者は応急手当のほか責任を負わない。
             (3)BIB交付は前日のTCM時におこなう。
             (4)競技運営については、各所属団体とも、全面的に協力すること。
             (5)宿泊希望者は、当該地の観光協会等に各自手配すること。
             (6)その他必要事項が、生じた場合は大会本部で協議決定する。
 　  　　　　(7)リフト代金は、選手・監督・コーチについては、大会券を販売する。
             　（各会場のスキー場共通事項）
19.記録送付先（主管事務局は下記宛先に記録を必ずE-Mailにて送信のこと）

・上毛新聞社　運動部
　　〒371-8666　前橋市古市町1-50-21　TEL027-254-9932　FAX027-254-9924
　　E-Mail　　sports@jomo-news.co.jp
・群馬県スキー連盟
　　〒371-0021　前橋市住吉町2-10-11　TEL027-231-1966　FAX027-233-8868
　　E-Mail　　sag@sunfield.ne.jp
・Team Libra（群馬県スキー連盟ホームページ管理会社）
　　担当：吉澤　充由　TEL080-3265-1854
　　E-Mail　 info@kt-libra.com

Ｋ１（小学５年・６年）、Ｋ２（中学１年・２年）
（1）技術系種目、小学校５・６年生は８レース以内（スタートバーをきる、
以下同様）、中学１・２年生は１０レース以内とする。悪天候等で途中、中
止となったレース及びスピード系のレースは含まない。
中学３年生・高校１年生早生まれは制限なしとする。
（2）上記項目（1）に違反した場合は、当該選手の違反したレースでの取得
ポイントを無効とし、さらに次年度１月３１日までのＳＡＪ公認大会のエン
トリーを禁止するとともに、同期間ＦＩＳライセンスを発行しない。



 1.主　　催　群馬県スキー連盟
 2.主　　管　群馬県スキー連盟競技本部競技会運営部・水上スキークラブ
 3.後　　援　群馬県教育委員会・上毛新聞・宝台樹スキー場・日本ケロッグ㈱
　　　　　　 コカ･コーライーストジャパン㈱
 4.大会本部　水上スキークラブ　TEL:0278-72-2111　FAX:0278-72-4610
 5.期日会場　第2戦　平成29年3月11日(土)～12日(日)　宝台樹スキー場
 6.日    程

 7.組　　別

 8.種　　目　SL:AB-1本レース、K1,K2-2本レース
 9.参加資格　以下の条件を満たした者に参加資格を与える。
　　　　　　 (1)ＳＡＪ会員登録者であること。
 　　　　　　(2)群馬県選手管理登録者（群馬県選手のみ）であること。
 　　　　　　(3)K1、K2はSAJ選手管理登録者であること。
             (4)傷害保険に加入していること。
             (5)保護者の同意書と、責任ある引率者の付き添いが得られる者。
　　　　　　 (6)出場人員に対する下記の割合の競技役員(競技役員)派遣が可能なこと。
　　　　　　　　協力の無い場合は選手の出場を取り消すこともある。

 6～10名
2名

　　　　　　 (7)上記の割当数の旗門審判員の氏名を申し込み時に提出すること。
10.出場人員　参加選手が180名を超える場合は、関東ブロック以外での申し込みのSAJ
 　　　　　　ポイント下位の者から制限を行う。その際、ノーポイントの場合は主催
　　　　　　 者側の判断による。但し下記の通り、各組及び種別ごとのプロテクト数
             を各県に与える。
　　　　　　 群馬40、埼玉30、栃木20、茨城10、東京45、神奈川25、千葉10
　　　　　　 180名に達しない場合は各県に振り分ける。
11.競技規則　この要項に定めるほかSAJ競技規則最新版及びSAJ公認アルペンユース競技会
             開催要領による。
　　　　　　 スタート順はK1、K2はSAJポイントを、A･BはSAGポイントを採用するが、県外
             の選手はオールドローとする。また事前ドローを採用しDSが出た場合はすべ
　　　　　　 て繰り上げる事とする。
12.表    彰　各組男女とも第6位まで表彰する。

※競技前日のTCMにおいて、ゼッケンを配布するのでチーム代表者は必ず出席のこと。万
一、TCMに出席できない場合は、DSの有無、代理人氏名を事前に大会本部にFAXで連絡す

区分 男子 女子
2008.4.2生～2010.4.1生迄

Ｋ１（小５～小６迄） 2004.4.2生～2006.4.1生迄

Ａ（小１～小２）
Ｂ（小３～小４迄） 2006.4.2生～2008.4.1生迄

競技役員 1名 3名 4名

3/12（日）
競技開始 9:00 SLコース

表書式及び閉会式 競技終了後 パトロール本部前

全日本スキー連盟Ｂ級公認
2017　第7回アルペンユース競技会群馬県大会　第2戦開催要項

3/11（土）
受　　付 16:30

レストハウス武尊
開会式・ＴＣＭ 17:00

※気象条件により変更する場合があります。
※競技日程の中で競技開始時間については変更もあります。最終決定は前日のTCMとす

Ｋ２（中１～高1早生迄） 2001.1.1生～2004.4.1生迄

出場人員  1～ 5名 11～15名 16名以上



13.参 加 料　１レースにつき3,500円
             （但し、群馬県内の選手は3,000円とし不足分は群馬県連より負担）
　　　　　　　・申し込み後の選手の変更並びに参加料の返還は一切行わない。
　　　　　　　・遅延申込み及び記載事項不備、参加料同時未納の申込みは受け付けない。
14.申込手続　申込方法　次の要領にて書類を作成し参加料と共に所属団体より申し
                       込むこと。ただし、現金の送付は現金書留によること。
             (1)申込期日 2017年3月1日（水）　抽選日：2017年3月5日（日）
　　　※現地大会事務局において、県連競技本部員の立会いのもと、事前ドローを実施。
　　　　尚、希望する者は申込代表者として立ち会う事ができる。
             (2)申込先    〒379-1692　群馬県利根郡みなかみ町湯原64
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みなかみ町役場　水上支所内
　　                    　水上スキークラブ　アルペンユース競技会群馬大会事務局　宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:0278-72-2111 　　　FAX:0278-72-4610
             (3)申込書類は、〈様式1〉競技会送金総括表　ＳＡＪエントリーフォーム
                を使用する事。

  ※主催県以外のブロックからエントリーする場合は、各都道府県単位とする。
             (4)その他　申し込み手続き不備の者は出場資格を与えない。
15.ＳＡＪポイントについて
　           Ａ・ＢにはＳＡＧポイントをつける。（群馬県選手のみ）
             Ｋ１・Ｋ２にはＳＡＪポイントをつける。
16.ＳＡＪ公認大会スタート数の制限について

17.そ の 他　(1)参加者は安全確保に十分注意すること。
             (2)傷害処置については、主催者は応急手当のほか責任を負わない。
             (3)BIB交付は前日のTCM時におこなう。
             (4)競技運営については、各所属団体とも、全面的に協力すること。
             (5)宿泊希望者は、当該地の観光協会等に各自手配すること。
             (6)その他必要事項が、生じた場合は大会本部で協議決定する。
 　  　　　　(7)リフト代金は、選手・監督・コーチについては、大会券を販売する。
             　（各会場のスキー場共通事項）
18.記録送付先（主管事務局は下記宛先に記録を必ずE-Mailにて送信のこと）

・上毛新聞社　運動部
　　〒371-8666　前橋市古市町1-50-21　TEL027-254-9932　FAX027-254-9924
　　E-Mail　　sports@jomo-news.co.jp
・群馬県スキー連盟
　　〒371-0021　前橋市住吉町2-10-11　TEL027-231-1966　FAX027-233-8868
　　E-Mail　　sag@sunfield.ne.jp
・Team Libra（群馬県スキー連盟ホームページ管理会社）
　　担当：吉澤　充由　TEL080-3265-1854
　　E-Mail　 info@kt-libra.com

Ｋ１（小学５年・６年）、Ｋ２（中学１年・２年）
（1）技術系種目、小学校５・６年生は８レース以内（スタートバーをきる、
以下同様）、中学１・２年生は１０レース以内とする。悪天候等で途中、中
止となったレース及びスピード系のレースは含まない。
中学３年生・高校１年生早生まれは制限なしとする。
（2）上記項目（1）に違反した場合は、当該選手の違反したレースでの取得
ポイントを無効とし、さらに次年度１月３１日までのＳＡＪ公認大会のエン
トリーを禁止するとともに、同期間ＦＩＳライセンスを発行しない。



 1.主　　催　群馬県スキー連盟
 2.主　　管　群馬県スキー連盟競技本部競技会運営部・片品スキークラブ
 3.後　　援　群馬県教育委員会・上毛新聞・日本ケロッグ㈱・ホワイトワールド尾瀬岩鞍
　　　　　　 コカ･コーライーストジャパン㈱
 4.大会本部　ホワイトワールド尾瀬岩鞍　TEL:0278-58-7777　FAX:0278-58-7755
 5.期日会場　第2戦　平成29年4月1日(土)～2日(日)　ホワイトワールド尾瀬岩鞍
 6.日    程

 7.組　　別

 8.種　　目　スーパーＧ
 9.参加資格　以下の条件を満たした者に参加資格を与える。
　　　　　　 (1)ＳＡＪ会員登録者であること。
 　　　　　　(2)群馬県選手管理登録者（群馬県選手のみ）であること。
 　　　　　　(3)K1、K2はSAJ選手管理登録者であること。
             (4)傷害保険に加入していること。
             (5)保護者の同意書と、責任ある引率者の付き添いが得られる者。
　　　　　　 (6)出場人員に対する下記の割合の競技役員(競技役員)派遣が可能なこと。
　　　　　　　　協力の無い場合は選手の出場を取り消すこともある。

 6～10名
2名

　　　　　　 (7)上記の割当数の旗門審判員の氏名を申し込み時に提出すること。
10.出場人員　参加選手が180名を超える場合は、関東ブロック以外での申し込みのSAJ
 　　　　　　ポイント下位の者から制限を行う。その際、ノーポイントの場合は主催
　　　　　　 者側の判断による。但し下記の通り、各組及び種別ごとのプロテクト数
             を各県に与える。
　　　　　　 群馬40、埼玉30、栃木20、茨城10、東京45、神奈川25、千葉10
　　　　　　 180名に達しない場合は各県に振り分ける。
11.競技規則　この要項に定めるほかSAJ競技規則最新版及びSAJ公認アルペンユース競技会
             開催要領による。
　　　　　　 スタート順はK1、K2はSAJポイントを、A･BはSAGポイントを採用するが、県外
             の選手はオールドローとする。また事前ドローを採用しDSが出た場合はすべ
　　　　　　 て繰り上げる事とする。
　　　　　　 すべての選手がバックプロテクターの着用を強く推奨する。
　　　　　　 スキーの半径、長さなどに十分注意してください。
12.表    彰　各組男女とも第6位まで表彰する。

レースオフィス

岩鞍リゾートホテル　3F大広間

9:00～コースオープン SGコース

※コースオープンに参加しない選手は、レースへの出場を認めない。

2008.4.2生～2010.4.1生迄
2006.4.2生～2008.4.1生迄

Ｋ１（小５～小６迄） 2004.4.2生～2006.4.1生迄
2001.1.1生～2004.4.1生迄

ゴンドラ駅舎前

※気象条件により変更する場合があります。
※競技日程の中で競技開始時間については変更もあります。最終決定は前日のTCMとす
※競技前日のTCMにおいて、ゼッケンを配布するのでチーム代表者は必ず出席のこと。万
一、TCMに出席できない場合は、DSの有無、代理人氏名を事前に大会本部にFAXで連絡す

区分 男子 女子

全日本スキー連盟Ｂ級公認
2017　第7回アルペンユース競技会群馬県大会　第3戦開催要項

4/1（土）

受　　付 8:00

開会式・ＴＣＭ 16:30

4/2（日）
競技開始 9:00 SGコース

表書式及び閉会式 競技終了後

Ｂ（小３～小４迄）

Ｋ２（中１～高1早生迄）

Ａ（小１～小２）

出場人員  1～ 5名 11～15名 16名以上
競技役員 1名 3名 4名



13.参 加 料　１レースにつき3,500円
             （但し、群馬県内の選手は3,000円とし不足分は群馬県連より負担）
　　　　　　　・申し込み後の選手の変更並びに参加料の返還は一切行わない。
　　　　　　　・遅延申込み及び記載事項不備、参加料同時未納の申込みは受け付けない。
14.申込手続　申込方法　次の要領にて書類を作成し参加料と共に所属団体より申し
                       込むこと。ただし、現金の送付は現金書留によること。
             (1)申込期日 2017年3月21日（火）　抽選日：2017年3月26日（日）
　　　※現地大会事務局において、県連競技本部員の立会いのもと、事前ドローを実施。
　　　　尚、希望する者は申込代表者として立ち会う事ができる。
             (2)申込先    〒378-0412　群馬県利根郡片品村土出2609
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホワイトワールド尾瀬岩鞍内
                        　　　　　　　アルペンユース競技会群馬大会事務局　宛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:0278-58-7777 　FAX:0278-58-7755
             (3)申込書類は、〈様式1〉競技会送金総括表　ＳＡＪエントリーフォーム
                を使用する事。

  ※主催県以外のブロックからエントリーする場合は、各都道府県単位とする。
             (4)その他　申し込み手続き不備の者は出場資格を与えない。
15.ＳＡＪポイントについて
　           Ａ・ＢにはＳＡＧポイントをつける。（群馬県選手のみ）
             Ｋ１・Ｋ２にはＳＡＪポイントをつける。
16.ＳＡＪ公認大会スタート数の制限について

17.そ の 他　(1)参加者は安全確保に十分注意すること。
             (2)傷害処置については、主催者は応急手当のほか責任を負わない。
             (3)BIB交付は前日のTCM時におこなう。
             (4)競技運営については、各所属団体とも、全面的に協力すること。
             (5)宿泊希望者は、当該地の観光協会等に各自手配すること。
             (6)その他必要事項が、生じた場合は大会本部で協議決定する。
 　  　　　　(7)リフト代金は、選手・監督・コーチについては、大会券を販売する。
             　（各会場のスキー場共通事項）
18.記録送付先（主管事務局は下記宛先に記録を必ずE-Mailにて送信のこと）

・上毛新聞社　運動部
　　〒371-8666　前橋市古市町1-50-21　TEL027-254-9932　FAX027-254-9924
　　E-Mail　　sports@jomo-news.co.jp
・群馬県スキー連盟
　　〒371-0021　前橋市住吉町2-10-11　TEL027-231-1966　FAX027-233-8868
　　E-Mail　　sag@sunfield.ne.jp
・Team Libra（群馬県スキー連盟ホームページ管理会社）
　　担当：吉澤　充由　TEL080-3265-1854
　　E-Mail　 info@kt-libra.com

Ｋ１（小学５年・６年）、Ｋ２（中学１年・２年）
（1）技術系種目、小学校５・６年生は８レース以内（スタートバーをきる、
以下同様）、中学１・２年生は１０レース以内とする。悪天候等で途中、中
止となったレース及びスピード系のレースは含まない。
中学３年生・高校１年生早生まれは制限なしとする。
（2）上記項目（1）に違反した場合は、当該選手の違反したレースでの取得
ポイントを無効とし、さらに次年度１月３１日までのＳＡＪ公認大会のエン
トリーを禁止するとともに、同期間ＦＩＳライセンスを発行しない。


