
主管・主催 ： 一般財団法人　東京都スキー連盟

会　  　場 ： かたしな高原スキー場

本    　部 ： ロッジ寿

【競技日程】
事前講習Ａ受付 かえでコース下部
事前講習Ａ かえでコース
事前講習Ｂ受付 かえでコース下部
事前講習Ｂ かえでコース
大会事前受付 かえでコース下部
受付 かえでコース下部

インスペクション かえでコース
競技開始 かえでコース
表彰式 　競技終了および集計完了後開催 かえでコース下部予定

【要　項】

・ 競技日程、競技種目及び競技斜面は状況により変更することがある。

・ マスターズ・ジュニア技術選大会　新型コロナウィルス感染対策ガイドラインを必ずご確認ください。

　 ・ 片品高原スキー場新型コロナウィルス感染症予防対策ガイドラインも併せてご確認ください

https://katashinakogen.co.jp/20201117topics

・ コース際での観戦は危険の為、原則禁止と致します。

・ 選手の皆様は必ず健康確認表を受付時にご提出ください。　

ご提出いただけない場合、参加をお断りさせていただく可能性がございます。

　

オープンジュニア技術選

1) 大会コースを安全に滑走できる者

2) 当該大会開催年度に小学校から高校に在学中の者。

3) 保護者の承認を得た者。

4) 本連盟補償制度又はこれに準ずる傷害保険に加入していること。

5) 本大会はオープン参加のため東京都スキー連盟以外の選手も参加できます。

6) 傷害保険に加入済であること。（保険証書及び印鑑を持参すること）

オープンマスターズスキーサーキット

　　　　　　　　　1) 1月1日から12月31日で満35歳に達していて、主催団体に所属する登録会員であること。

2) 1月1日から12月31日で満35歳に達していて、本主催団体以外の方はオープン参加できる。

3) 傷害保険に加入済であること。（保険証書及び印鑑を持参すること）

※  事故や障害等については、パトロール等への応急対応はしますが、それ以降の責任は負いません。

　　　　　　　　　　  Ⅰ. 各組１～３位まで賞状及びメダルを授与します。
Ⅱ. 同着の場合は以下のとおりとなります。

①マスターズ　生年月日が早く年齢が上の方を上位とします。
②ジュニア　　生年月日の遅く年齢が下の方を上位とします。

Ⅱ. マスターズのシリーズ総合成績は全２戦出場者のみが対象になります。

マスターズスキーサーキット ジュニア技術選手権大会

1組 5組
2組 6組
3組 7組 中学生女子の部 中学生男子の部
4組 8組 高校生女子の部 高校生男子の部

9:15 ～ 11:30

新型コロナウィルス感染対策ガイドラインを必ずご確認ください。

2023オープンマスターズスキーサーキットⅠ・オープンジュニア技術選ステージⅠ

2月4日(土) 8:30 9:15～

11:45 ～ 12:30
13:00 ～ 15:15
15:30 ～ 16:00

2月5日(日) 7:30 ～ 8:00

8:15 ～ 8:45
9:00 ～

※開会式及び選手会は実施しません

表　彰

組　別

80歳以上 60～64歳

参加資格

注意事項

参加資格

1953～1957
1948～1952

小学生女子の部（1～3年） 小学生男子の部（1～3年）
75～79歳 55～59歳 小学生女子の部（4～6年） 小学生男子の部（4～6年）1943～1947

1942年以前

1978～1987

 競技種目

　a. フリー

　b. 大回り

　c. 小回り

70～74歳 45～54歳
65～69歳 35～44歳

かえでコース

コート

開催要項

1958～1962
1963～1967
1968～1977

かえでコース

かえでコース

※ 上記時程及び会場については状況により変更する場合がある。

　　　　　　　　競技規則等は公式掲示板（かえでコースリフト下に設置）に掲載いたします。

https://katashinakogen.co.jp/20201117topics


（1） 競技中はヘルメットを着用しなければならない。

（2） 選手は、各種目ともスタート地点に10分前に集合し、スタート審判の点呼を受け、応答しなければならない。

（3） 選手は、前者の出発後、直ちにスタート位置につき準備を整える。

（4） 選手は、スタート審判の合図により出発する。

（5） フィニッシュは、コート下部の左右にある目印を結ぶフィニッシュラインを通過し、かつフィニッシュエリア内

での減速をもって演技終了とする。

（6） フィニッシュ審判は、選手の停止位置を確認し、停止内容に著しい違反があった場合は各審判に指示し、

改めて減点を通告する。

（7） 演技を中断した場合は、その位置で体勢を整え再スタートする。

中断が長引く場合は、審判長(各班長)の指示に従う。

（8） やむを得ず途中棄権をする場合は、その旨を係員に告げ、速やかにコート外に移動する。

この場合は、当該種目の得点は０点とするが、次の種目からの出場権は維持される。

（9） インスペクションを行う場合は横滑りにより行う。その際には、ビブは必ず表面に着用の事とする。

（10）得点及び当該種目についての抗議は、当該コートの審判長(各班長)に演技終了後5分以内に申し出る

ことが出来る。

（11）競技成績に関する抗議（リザルト発表後）は成績発表後10分以内に競技委員長に申し出ることができる。

（12）男女のスタート位置については、難易度を考慮しスタート地点を変更することがある。　

（13）設定斜面の条件・状況を判断して、適切な技術によってターン構成やスピードの調整を行うこと。

2．審判及び採点

（1） 審判は5審3採制とし、得点は最高点と最低点をカットした3審判の合計点とする。 

（2） 得点は公開制で行う。

（3） 総合成績は3種目の合計得点とする。

3．スタート順番

※ 3種目とも、Bib No順にスタートを行う為、ローテーションはありません。

※ 公式掲示板について

公式掲示板をゴール付近に設置し、スケジュール等の変更やリザルトを掲示する。

【その他】

オープンジュニア技術選ステージⅠ
オープンマスターズスキーサーキットⅠ　大会規則

１．競技規則

競技規則を次のとおり定める。

１.種目：大回り　ジュニアBib１～３５　マスターズ女子Bib１～４０　マスターズ男子Bib５１～１９０

２.種目：小回り　ジュニアBib１～３５　マスターズ女子Bib１～４０　マスターズ男子Bib５１～１９０

３.種目：フリー　ジュニアBib１～３５　マスターズ女子Bib１～４０　マスターズ男子Bib５１～１９０



かえでコース・大回り
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道の駅
尾瀬かたしな
１６：００

バスタ新宿

１９：４５

バスタ新宿

７：１５

道の駅
尾瀬かたしな
１０：５５

 

かたしな高原スキー場へのアクセスについて（ご参考） 

 

①路線バスをご利用の場合 

・上越新幹線「上毛高原駅」または上越線「沼田駅」から運行しているバスがございます。 

 所要時間については時刻表をご確認下さい。 

◆往路（かたしな高原スキー場行） 

https://kan-etsu.net/files/libs/6461/202111121906432311.pdf 

◆復路（上毛高原・沼田駅行） 

https://kan-etsu.net/files/libs/6460/202111121906364391.pdf 

 

② かたしな・高崎スノーライナーご利用の場合 

・高崎駅からスキー場まで毎日直通アクセス！今シーズンから始まり、キャンペーン価格で運行中！！ 

◆往路 

 

◆復路 

高崎駅着

１７：５０

道の駅
尾瀬かたしな
１６：００

かたしな高原
スキー場発
１５：３０  

※事前予約制です。「道の駅尾瀬かたしな」とスキー場は専用シャトルバスに乗り換えとなります 

・交通費：大人 ￥２，０００ ／ 子供（小学生以下） ￥１，０００－ 

・問合先：https://ozekikou.com/topic/info/3895/ 

 

③かたしなスノーエクスプレスご利用の場合 

◆往路                    ◆復路 

 

 

 

 道の駅から「かたしな高原スキー場」までは無料の送迎バスが運行されますが、【完全予約制】 

 となります。乗車券購入と同時に予約が必要となります。 

無料送迎バス申し込み先：https://kan-etsu.net/publics/index/82/ 

・交通費：往復 大人 ￥６，４００－／子供 ￥３，２００－ 

：片道 大人 ￥３，７００－／子供 ￥１，８５０－ 

・問合先：０２７－２１２－８０２２（受付時間 ８：３０～１７：３０） 

 

※詳細は関越交通㈱のＨＰをご参照下さい。 

https://kan-etsu.net/publics/index/82/ 

 

高崎駅

７：３０

道の駅
尾瀬かたしな

９：１０

かたしな高原
スキー場着
９：２０

https://kan-etsu.net/files/libs/6461/202111121906432311.pdf
https://kan-etsu.net/files/libs/6460/202111121906364391.pdf
https://ozekikou.com/topic/info/3895/
https://kan-etsu.net/publics/index/82/

