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FIS公認マスターズポイントレース
２０２３ 南関東ブロックマスターズ　菅平高原大会

2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira Kogen)

（一財）東京都スキー連盟

国際スキー連盟・（公財）全日本スキー連盟

未定

長野県上田市　菅平高原観光協会　菅平高原スキークラブ　（株）マックアース

＜３枚目以降のＳＡＪ版正式要項をご確認ください＞

２０２３年　２月　３日（金） ～　２月　５日（日）

菅平高原　パインビークオオマツスキー場

南関東ブロック協議会

２０２３年
　２月３日（金）　２０：００  開会式・１日目ＴＣＭ（於：国際リゾートセンター）
　２月４日（土）　　９：００　競技開始（回転）
　　　　　　　　　　  １７：００　２日目ＴＣＭ（於：国際リゾートセンター）
　２月５日（日）　　９：００  競技開始（大回転)

【デジエントリー】
　期　間：２０２２年１２月１日（木）～２０２３年１月２５日（水)
　※インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「https://dgent.jp/sat/」
　　オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」
　※P4　デジエントリーでの申込みを参照。不慣れな方はオペレータ申込をご利用下さい。

一競技５，５００円。ただし、日本以外のNSA所属選手は、一競技３，０００円（２０ユーロ相当）

回転競技：約２５０名　大回転競技：約300名
申込者が定員を超えた場合は、ＦＩＳポイント保持者を優先しＳＡＪポイント上位者より決定する。無ポ
イント者については抽選で出場する選手を決定する。 尚、日本国外のNSA所属選手はこの限りで
はない。

（１）2022年12月31日までに満30歳以上で、2023年度ＦＩＳマスターズ選手登録者。
（２）健康診断をうけて健康であることが証明された者であること。（診断書の提出は求めません）
（３）スポーツ傷害保険、またはこれに準ずる保険に加入済みの者であること。

（１）本大会に定めたもの以外は、ＦＩＳマスターズルール、ならびにＦＩＳ競技規則最新版による。
（２）カテゴリー区分はＦＩＳマスターズ競技規則に因る。
　　　 - Aカテゴリー：男子1組～6組　　　 　- Bカテゴリー：男子７組～13組
　　　 - Cカテゴリー：女子1組～13組
（３）組別（男女共通）は以下の通り。
　　　組　別　  　年　齢　　　　　　　　生まれた年　　　　　　　　.
　　　第１３組  　90歳以上　　 1932年以前
　　　第１２組 　　85～89　　 　1933　1934　1935　1936　1937
　　　第１１組 　　80～84　　 　1938　1939　1940　1941　1942
　　　第１０組 　　75～79　　 　1943　1944　1945　1946　1947
　　　第　９組 　　70～74　　 　1948　1949　1950　1951　1952
　　　第　８組 　　65～69　　 　1953　1954　1955　1956　1957
　　　第　７組 　　60～64　　 　1958　1959　1960　1961　1962
　　　第　６組 　　55～59　　 　1963　1964　1965　1966　1967
　　　第　５組 　　50～54　　 　1968　1969　1970　1971　1972
　　　第　４組 　　45～49　　 　1973　1974　1975　1976　1977
　　　第　３組 　　40～44　　 　1978　1979　1980　1981　1982
　　　第　２組 　　35～39　　 　1983　1984　1985　1986　1987
　　　第　１組 　　30～34　　 　1988　1989　1990　1991　1992



その他

（１）ＦＩＳマスターズ競技者登録がエントリー時に完了していること。
（２）大回転競技については、FIS公認ヘルメット(RH2013)の着用を義務とします。
（３）ＴＣＭはYouTubeでLIVE配信予定です。
　　配信ＵＲＬ及びＴＣＭ資料については、東京都スキー連盟Facebookにてお知らせします。
　　　　　　　　　　　　https://www.facebook.com/SkiTokyo/
　　大会参加のためには、ＴＣＭ開始までにドローコントロールを行ってください。
　　行わない場合、競技への参加が出来ません。
　　Googleフォーム（ドロー当日13時まで）でもドローコントロール可能です。
　注：ドローコントロールは、代理人も可です。
　注：ドローコントロールは、ドローが行われるレース毎に行ってください。



２０２３ 南関東ブロックマスターズ 菅平高原大会 

開 催 要 項 

2023 FIS Masters (MAS) Minami-Kanto (Sugadaira Kogen) 

主催  南関東ブロック協議会 

主管  （一財）東京都スキー連盟 

公認  国際スキー連盟・（公財）全日本スキー連盟  

  協力  長野県上田市 菅平高原観光協会 菅平高原スキークラブ（株）マックアース 

１．会場・日程 

会場： 菅平高原 パインビークオオマツスキー場 

本部： ロッジいざよい 

長野県上田市菅平高原 

大会当日緊急連絡先：  080-8720-7280（2/3～5に限り連絡が可能です） 

日程： 2023年 2月 3日（金）  19:30 受付開始（於：国際リゾートセンター） 

2月 4日（土） 

20:00  ＴＣＭ・ドロー 

 9:00 競技開始（回転競技） 

17:00 ＴＣＭ・ドロー 

2月 5日（日） 9:00  競技開始(大回転競技) 

※表彰式は、行わず後日送付いたします。

※ＴＣＭは YouTubeで LIVE配信予定です。

配信ＵＲＬ及びＴＣＭ資料については、東京都スキー連盟 Facebookにてお知らせします。 

https://www.facebook.com/SkiTokyo/ 

※大会参加のためには、ＴＣＭ開始までにドローコントロールを行ってください。

なるべく事前に Googleフォームにてドローコントロールを行ってください。

行わない場合、競技への参加が出来ません。

注：Googleフォームドローコントロールは、ドロー当日 13時まで

注：ドローコントロールは、代理人も可

※ドローコントロールは大会参加の日ごとに必ず行ってください。

２．競技方法 

（１）本大会に定めたもの以外は、ＦＩＳマスターズルール、ならびにＦＩＳ競技規則最新版によ

る。 

（２）大回転競技は 1本競技とする。 

（３）カテゴリー区分はＦＩＳマスターズ競技規則に因る。 

- Aカテゴリー：男子 1組～6組 - Bカテゴリー：男子７組～13組

- Cカテゴリー：女子 1組～13組

（４）スタート順は、ＦＩＳマスターズポイントを採用の上、各組（年齢別）エントリー状況に応

じ上位２名から１５名を第１シードとしてドロー。 以下ポイント順にスタートし、その後

無ポイント者をドローする。 

（５）本大会では、ＳＡＪマスターズポイントも併せて算出し、ＳＡＪの有効ポイントとして扱う。 

（６）組別（男女共通）は以下の通り。 

組 別 年 齢 生まれた年 

第１３組 

第１２組 

第１１組 

第１０組 

90歳以上 

85～89 

80～84 

75～79 

1932年以前 

1933 1934 1935 1936 1937 

1938 1939 1940 1941 1942 

1943 1944 1945 1946 1947 



第９組 

第８組 

第７組 

第６組 

第５組 

第４組 

第３組 

第２組 

第１組 

70～74 

65～69 

60～64 

55～59 

50～54 

45～49 

40～44 

35～39 

30～34 

1948 1949 1950 1951 1952  

1953 1954 1955 1956 1957  

1958 1959 1960 1961 1962  

1963 1964 1965 1966 1967  

1968 1969 1970 1971 1972  

1973 1974 1975 1976 1977  

1978 1979 1980 1981 1982  

1983 1984 1985 1986 1987  

1988 1989 1990 1991 1992 

 

３．参加資格 

（１）2022年 12月 31日までに満 30歳以上で、2023年度ＦＩＳマスターズ選手登録者。 

（２）健康診断をうけて健康であることが証明された者であること。（診断書の提出は求めません） 

（３）スポーツ傷害保険、またはこれに準ずる保険に加入済みの者であること。 

 

４．申し込み方法 

 様 式： デジエントリー 

            期 間：２０２２年１２月１日（木）～２０２３年 １月２５日（水）まで 

              インターネット（パソコン・携帯）でお申込みの方は、「https://dgent.jp/sat/」 
     オペレーターでお申込みの方は、「0466-52-5448」   
 

５．参加料  

一競技 ５，５００円 

※ただし、日本以外の NSA所属選手は、一競技 ３，０００円（２０ユーロ相当） 

 

６．受付人員 

回転競技：約２５０名 大回転競技：約 300 名 
申込者が定員を超えた場合は、FIS ポイント保持者を優先し SAJ ポイント上位者より決定

する。無ポイント者については抽選で出場する選手を決定する。尚、日本国外の NSA所属

選手はこの限りではない。 

注）定員超過により抽選にもれた（出場できない）申込者には、その旨を通知し手数料を 

差し引いて返金します。 

 

７．宿泊申し込み 

宿泊は、各自地元観光協会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 

 

８．表彰 

  各組１位～６位まで表彰し、賞状を授与する。 

  現地での表彰は行わず１～3位までメダルを授与し、入賞者には後日郵送いたします。 

 

９．その他 

（１）大回転競技については、FIS公認ヘルメット(RH2013)の着用を義務とします。 

（２）フッ素成分を含むワックスの使用は禁止となっております。 

（３）悪天候等により、開会式当日以降に大会中止を決定した場合は、参加費の返却は行いません。 

（４）参加申込の選手は、ＴＣＭにおいて行われるドローまでに大会参加有無の意思表示を行って 

ください。ドロー終了後は、出場に対する一切の抗議は認めません。 

   ※Googleフォームにてドローコントロールが可能です。 

    1月 31日（月）より受付開始ドロー当日 13時までドローコントロールが可能となります。 

13時以降はＴＣＭにてドローコントロールをお願いいたします。 

   ※レース日ごとに必ずドローコントロールを行ってください。 

  ●Googleフォーム 

https://dgent.jp/sat/


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7E9WsXO7ibVOY5OOR2beECgxgu3Uo2oqp93UjD3SheF0b

8w/viewform 

注：従来の出欠席届の提出は受付しておりません。 

（５）行事中の事故や傷害等についてパトロール等の応急対応はしますが、それ以降の責任は負い

ません。 

（６）主催者、開催地関係者より新コロナ感染対策について指示があった場合はそれに従うこと。 

東京都スキー連盟新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン（以下ＵＲＬ参照）を遵守し、 

指定の「健康確認表」を記載の上、持参提出すること。 

https://www.ski-tokyo.jp/sat_infomation 

※それぞれのレース毎に健康確認表の提出をお願いいたします。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7E9WsXO7ibVOY5OOR2beECgxgu3Uo2oqp93UjD3SheF0b8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7E9WsXO7ibVOY5OOR2beECgxgu3Uo2oqp93UjD3SheF0b8w/viewform
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