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第５７回 東京都スキー選手権　兼　第２２回 野辺山ＣＵＰスキー競技会

野辺山スキークラブ　　

北志賀スキースクール

東京都中学校体育連盟スキー部　　スキーファクトリー・グレーシャー　他

ポイント対象【重要】ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成して
おります。詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新
大会要項を必ず確認の上、参加申し込みを行って下さい。

２０１９年　３月　８日（金）～　３月１０日（日） 

正式要項：９月下旬に東京都スキー連盟・野辺山スキークラブのホームページに公開
・東京都スキー連盟HP  　https://www.ski-tokyo.jp/sat_infomation
・野辺山スキークラブＨＰ　http.//www.nobeyama-ski-club.server-shared.com

【重要】
ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成しております。
詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新大会要項を必ず確認の上、参
加申し込みを行って下さい。

未定

長野県山ノ内町夜間瀬　よませ温泉スキー場

よませライジングサンホテル明幸　　TEL：0269-33-1171
〒381-0405長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬７０７８

２０１９年
　３月　８日（金）　２０：００　開会式・回転競技ＴＣＭ（於：ホテルカスケード体育館）
　３月　９日（土）　　９：００　回転競技開始
　　　　　　　　　　　１７：００　大回転競技ＴＣＭ（於：ホテルカスケード体育館）
　３月１０日（日）　　９：００　大回転競技開始

回転競技の表彰式は、大回転競技ＴＣＭ会場にておこなう。
大回転競技の表彰式は、競技終了後、準備出来次第ゴールエリアにておこなう。

（１）競技は回転競技、大回転競技の２種目とし、女子組・男子組とする。
（２）回転競技は２回実施し合計タイムにより順位を決定する。但し、１回目のタイムにより２回目の出
場を制限することがある。
（３）大回転競技は１回限りとし順位を決定する。
（４）ペナルティー計算は、各種目の女子組・男子組とも０．００点を採用する。
（５）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施するが、本競技会の為の特別ルールを定め
る場合がある。また、Almanac２０１９競技本部・競技会の注意事項（アルペン種目）を参照ください。

（１）エントリー時点で、２０１９年東京都スキー連盟の競技者登録が完了していること。
（２）エントリーに際しポイント制限は設けません。
（３）各種目とも参加予定人員をオーバーした場合もしくは大会運営上必要と判断した場合は、高
校生以下を除くSATポイント下位の者から制限をおこない、対象者がノーポイントの場合は抽選を
おこない制限をする。（参加料は連絡のうえ返金します。）

各種目：男女合計３００名程度

９月下旬発行の正式要項による。
（東京都スキー連盟・野辺山スキークラブのホームページを確認ください。）

一競技５，０００円
※ 申し込み時にＳＡＴ競技者番号、ＳＡＴポイント所持者は必ず記入すること

女子組・男子組　１位～６位　　＊カテゴリー別については９月下旬発行の要項による。

各自で申し込んでください。
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東京都中学校体育連盟スキー部　TEL：042-368-5115　（担当：児玉）　

長野県　よませ温泉スキー場

ホテル明幸　　TEL：0269-33-1171

（一財）東京都スキー連盟

第６８回　全国高等学校スキー大会 兼
第５４回　関東高等学校スキー大会東京都予選会

（１）東京都中学校体育連盟スキー部に学校加盟し、当該中学校長の出場許可を得て
申込期日に手続を完了した中学生。
（２）大会期間中監督（校長・教員）および引率者の同行がある者。
（３）賠償責任保険に加入している者。

【重要】ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成して
おります。詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新
大会要項を必ず確認の上、参加申し込みを行って下さい。

（１）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施する。
（２）回転競技・大回転競技

２０１９年　１月　４日（金）～　１月　６日（日）

東京都高等学校体育連盟スキー専門部　TEL：03-3391-5739（担当：斉藤・関野）

【重要】
ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成しております。
詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新大会要項を必ず確認の上、参
加申し込みを行って下さい。

女子・男子組　２５０名（予定）

【重要】
ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成しております。
詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新大会要項を必ず確認の上、参
加申し込みを行って下さい。

休暇村嬬恋鹿沢　TEL：0279-98-0511
〒377-1695群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉

（１）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施する。
（２）回転競技・大回転競技

（１）２０１８年度東京都高等学校体育連盟スキー専門部に加盟している者
（１）回転競技　　 男子　　３５０名　　女子組　９０名（予定）
（２）大回転競技　男子　　３５０名　　女子組　９０名（予定）

２０１９年　１月　４日（金） ～　１月　８日（火）

群馬県　鹿沢スノーエリアスキー場

（一財）東京都スキー連盟

ポイント対象

第３１回東京都中学校スキー大会
第５６回全国中学校スキー大会東京都予選
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（１）競技本部行事の参加に関する注意事項を熟読のこと。
（２）大会の詳細については、後日発行の正式要項によるものとする。
（３）大会要項等の情報は、下記の若葉スキークラブホームページより入手出来ます。
http://www.wakabasc.com/
【重要】
ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成しております。
詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新大会要項を必ず確認の上、参
加申し込みを行って下さい。

（１）エントリー時点で、東京都スキー連盟の競技者登録が完了していること。
（２）ポイント制限は設けません。
（３）両種目とも参加予定人数はSL300名程度、GS400名程度とし、定員をオーバーした場合、
ポイント上位者を優先します。

SL３００名程度、GS４００名程度

１０月頃発行の最新要項による。

一競技５，５００円。
※ 申し込み時にＳＡＴ競技者番号、ＳＡＴポイント所持者は必ず記入すること

１０月頃発行の最新要項による。

各自で申し込んでください。
［連絡先］菅平高原観光協会　TEL：0268-74-2003　FAX：0268-74-2353

（１）この大会に定められている規則の他は全日本スキー連盟競技規則最新版による。
　　 また、マテリアルルールについては推奨とする。
　　（２）競技方法は回転競技、大回転競技の２種目とする。
（３）回転競技は２回実施し合計タイムにより順位を決定する。但し１回目のタイムにより
　　 ２回目の出場を制限することがある。
（４）大回転競技は１回とする。
（５）出走順ドローについては事前ドローとし、ＴＣＭでの公開ドローは行いません。

【重要】ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成して
おります。詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新
大会要項を必ず確認の上、参加申し込みを行って下さい。

ポイント対象

第５１回 ＷＳＣ競技会（回転・大回転競技）

若葉スキークラブ

若葉スキークラブ　

（一財）東京都スキー連盟

（一財）東京都スキー連盟　菅平高原観光協会　菅平高原スキークラブ　㈱マックアース

２０１９年　２月９日（土）～　２月１１日（祝） 

長野県　菅平高原　パインビークオオマツスキー場

村田山荘　　TEL：0268-74-2167
〒386-2204長野県上田市菅平高原

２０１９年
　２月　９日（土）　１７：００　開会式・ＴＣＭ（於：国際リゾートセンター）
　２月１０日（日）　　９：００　競技開始（回転競技）
　　　　　　　　　　　１７：００　ＴＣＭ（於：国際リゾートセンター）
　２月１１日（祝）　　９：００　競技開始(大回転競技)
回転競技の表彰式は、2/1０のＴＣＭにて行う。大回転競技の表彰式は、競技終了後、
準備出来次第ゴールハウス付近にて行う。
＊監督（チームキャプテン）はＴＣＭに必ず出席すること。
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大回転競技（２連戦：第１戦・第２戦同一スタート順）
全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施するが、本大会の為の特別ルールを定める場合
がある。スタート順は女子組・男子組のスタート番号順とし、１回限りで順位を決定する。

第５７回　東京都高等学校スキー大会

東京都高等学校体育連盟スキー専門部　TEL：03-3391-5739（担当：斉藤・関野）

２０１９年東京都スキー連盟競技者登録が完了している、2006年12月31日以前に生まれた男女。
但し、傷害保険に既加入の者。尚、未成年者は保護者の要項に基づく参加承諾を得ている者に
限る。

男女合計３００名（予定）

要項：９月下旬に野辺山スキークラブのホームページに公開
・野辺山スキークラブＨＰ　http.//www.nobeyama-ski-club.server-shared.com
問合せ先
・TEL：042-533-3384（グレーシャー内　よませスキー競技会係）

【重要】ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成して
おります。詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新
大会要項を必ず確認の上、参加申し込みを行って下さい。

【重要】
ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成しております。
詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新大会要項を必ず確認の上、参
加申し込みを行って下さい。

２０１９年　１月２５日（金）～　１月２７日（日） 

（１）２０１８年度東京都高等学校体育連盟スキー専門部に加盟している者

（１）回転競技　　 男子　　３５０名　　女子組　９０名（予定）
（２）大回転競技　男子　　３５０名　　女子組　９０名（予定）

（一財）東京都スキー連盟

２０１９年　２月１６日（土） ～　２月２０日（水）

新潟県　舞子スノーリゾート

舞子ロッジ　　TEL：0257-83-3211　　FAX：0268-74-3068
〒949-6423新潟県南魚沼市舞子2058-108

（１）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施する。
（２）回転競技・大回転競技

（一財）東京都スキー連盟

ポイント対象

グレーシャーカップ第１４回よませスキー競技会
大回転競技 ２連戦

野辺山スキークラブ

長野県山ノ内町夜間瀬　よませ温泉スキー場

よませライジングサンホテル明幸　　TEL：0269-33-1171
〒381-0405長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬７０７８
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【重要】ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成して
おります。詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新
大会要項を必ず確認の上、参加申し込みを行って下さい。

（一財）東京都スキー連盟

ポイント対象

アトミック・サロモン（予定）
第２０回　Ｍｔ苗場ＣＵＰ大回転競技会２連戦

アカデミースキークラブ　TEL：0257-89-2567 (担当：柏木）

男女合計３００名（予定）

新潟県　苗場スキー場 第３ゲレンデ

Ｍｔ苗場CUP大会事務局（ロッジカシワギ内）　TEL：0257-89-2567  FAX:0257-89-4435
〒949-6212新潟県南魚沼郡湯沢町三国455-8

２０１９年　２月２３日（土）～　２月２４日（日）

（１）大回転競技2連戦
（２）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施するが、本大会の為の特別ルールを定める
場合がある。

（１）２０１９年東京都スキー連盟競技者登録が完了している者（SATポイント付与）
（２）ポイント制限なし
（３）傷害保険に加入の者。
（４）一般参加あり（競技者登録不要、ＳＡＴポイント対象外）

（一財）東京都スキー連盟

第８回フソウカップ湯沢高原大回転・回転競技大会

ユーエスエムアールスキークラブ TEL:090-9101-7810(担当:松本)

(1)ジュニア組　　　(2)一般組　男女　(3)マスターズ組　男女
(4)２コース合計260名程度とする。(定員をオーバーした場合は別途考慮する)

☆問い合わせ先
　TEL 0257-89-5191 又は090-9101-7810 (担当 松本)
　URL http://www.usmr2002.com/   E-mail:usmr@rio.odn.ne.jp

２０１9年　３月２２日（金）～　3月２４日（日） 

湯沢高原スキー場 キスゲコース

ロッヂ「ベルニナ」　TEL:025-784-3292
〒949-6101新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢548

(1)全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施するが、本大会の為の特別ルールを定める場
合がある。
(2)大回転競技・回転競技共2本合計とする。

(1)2019年東京都スキー連盟競技者登録者とする。
(2)男女ポイント制限なし
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（１）回転競技　　 男子　　３５０名　　女子組　９０名（予定）
（２）大回転競技　男子　　３５０名　　女子組　９０名（予定）

【重要】
ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成しております。
詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新大会要項を必ず確認の上、参
加申し込みを行って下さい。

２０１９年　４月１９日（金）～　４月２３日（火）

群馬県　鹿沢スノーエリアスキー場

休暇村嬬恋鹿沢　TEL：0279-98-0511
〒377-1695群馬県吾妻郡嬬恋村鹿沢温泉

（１）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施する。
（２）回転競技・大回転競技

（１）２０１９年度東京都高等学校体育連盟スキー専門部に加盟している者

（一財）東京都スキー連盟

ポイント対象

平成３１年度 東京都高等学校春季スキー大会

東京都高等学校体育連盟スキー専門部　TEL：03-3391-5739（担当：斉藤・関野）

第５３回　アルペン複合競技　赤倉観光リゾート大会

日本アルペンスキークラブ　TEL：03-3669-5090　（担当：吉川）

（一財）東京都スキー連盟

２０１9年　３月２９日（金）～　３月３１日（日）

赤倉観光リゾートスキー場　チャンピオンＢコース

新赤倉館     TEL：0255-87-3111
〒949-2102新潟県妙高市田切218

２０１９年
　３月２９日（金）　１９：００　ビブ・プログラム配布
　３月３０日（土）　　８：３０　競技開始（回転競技）
　３月３１日（日）　　９：００　競技開始（大回転競技）

（１）競技方法：回転競技・大回転競技
（２）全日本スキー連盟競技規則最新版に準じて実施するが、本大会の為の特別ルールを
定める場合がある。

（１）２０１９年東京都スキー連盟競技者登録者及び参加を希望する者。（オープン参加可能）
（２）ポイント制限なし
（３）傷害保険に加入の者。

大会開催要項の通り。２５０名（予定）

【重要】ＳＡＴ公認大会に関しては、全大会とも６月末日時点の情報で作成して
おります。詳細・変更につきましては、後日公示いたします各主催団体の最新
大会要項を必ず確認の上、参加申し込みを行って下さい。


