
タナベスポーツ杯争奪 ２０２３北志賀スキー技術選手権大会 <KING OF 北志賀>  

開催要項 
 

【主 催】 株式会社タナベスポーツ 
 
【主 管】 SAJ 北志賀スキースクール 
 
【後 援】 株式会社マックアースリゾート山ノ内、よませ旅館組合 
 
【協 賛】 ㈱テクニカグループジャパン、デサントジャパン㈱、ミズノ㈱、小賀坂スキー販売㈱、 

ブラブジャパン㈱、アメアスポーツジャパン㈱サロモン、アトミック、ヘッドジャパン㈱、㈱ゴールドウイン、 
MDV スポーツジャパン㈱､㈱レクザムスポーツ事業部、㈱シナノ、㈱キザキ、山本光学㈱、㈱プランドゥ、 
㈱ロータスインターナショナル、㈱ウベックススポーツジャパン、㈱K2 ジャパン、エビスニット㈱、 
㈱アスティー、㈱グループ・ロシニョール、㈱ガリウム、㈲アイエルピー、㈲フルマークス、 
㈱マテリアルスポーツ、シダスｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)、関整形外科、タイヤサポート長野、北信ガス㈱他多数 

 （協賛追加は随時大会特設サイトにアップ） 
 
【開催期日】 令和５年２月２５日（土）クリニック ／ ２６日（日）技術選 
 
【開催場所】 Ｍｔ．ＫＯＳＨＡよませ温泉スキー場（長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬） (http://yomase-onsen.jp/) 
 
【参加コース】  Ａコース（クリニック＋技術選） 

日程： ２月２５日（土）～２６日（日） 

料金： 14,000 円 

内容： 大会前日に行われるデモンストレータによるクリニックと大会参加 

定員： 先着 70 名 

班割： 申込時に事務局にてクリニック班編成の抽選を行います 

対象： 高校生以上 

  Ｂコース（技術選のみ） 

日程： ２月２６日（日） 

料金： 高校生以上 7,000 円  小中学生 4,000 円 

内容： 大会参加 

定員： 先着 160 名  

  ※定員に関しては総数 230 名の中で、Ａコース、Ｂコースの定員の調整を行う場合がございます。 
 
【リフト券】 よませ温泉エリアにご宿泊の場合、宿泊者割引特典として 1 日券が 3,000 円でご購入いただけます。 
 
【試 乗 会】 2024 シーズン NEW モデル試乗会 

  ・場所： ビッグベアーコースゴールハウス前 

  ・時間： ２月２５日(土)9:30～15:30、 ２６日(日)9:00～競技終了３０分後 

  ・試乗会参加はクリニック及び大会出場者に限りビブ着用が条件となります 

  ・いかなる場合も試乗スキーでの本大会出場はできません 

・参加メーカー：決定次第、随時大会特設サイトにアップします 
 
【クリニック講師】  渡辺一樹（元ナショナルデモ）、佐藤秀明（同左）、宮下征樹、松沢聖佳（同左）、 

高瀬慎一（ナショナルデモ）、徳竹剛（同左） 
 
【ジャッジ】 渡辺一樹、宮下征樹、佐藤秀明、松沢聖佳、高瀬慎一、徳竹剛 
 
【ク ラ ス】 男子 M1：小学生～中学生、M2：高校生～30 才、M3：31～40 才、M4：41～50 才、M5：51～60 才、M6：61 才以上 

女子 L1：小学生～中学生、L2：高校生～30 才、L3：31～40 才、L4：41～50 才、L5：51 才以上 
 
【参加資格】 ①SAJ2 級程度（パラレルターンができる）以上の技術を有する方 

  ②大会：小学生以上、クリニック：高校生以上 

③スポーツ傷害保険又は、これに準ずる傷害保険等に加入している事 

④満 18 歳未満の場合、必ず保護者欄に自署・押印がある事 

 ※デジエントリーでエントリーの場合、保護者の承諾があったものとして扱います 

⑤必ずヘルメットを着用する事 

⑥後述のコロナ対策を遵守いただける方 
 



 

【競技バーン】  よませ温泉スキー場・高社山ゲレンデ、ビッグベアコース 
 
【競技種目】 大回り、 小回り、 フリー、 フリー・マテリアル規制 の４種目 

   ※但し、天候不良や競技時間の長時間化などによる種目キャンセルもございます 
 
【競技方法】  ・スタート順は申込順 

・得点は滑走後、電光掲示板にて表示 
 
【得点の掲示】  各種目とも滑走後、ゴールエリア付近にて電光掲示板により得点を掲示します。 
 
【順位の決定】  実施種目の合計点の多い者より決定する。同点の場合、M1 、L1 のクラス別成績は年少者が上位とな

る。M2～M6、L2～L5 のクラス別成績、男女別総合成績は年長者が上位となる。 
 
【表 彰】 各クラス１位～３位に賞状、副賞。 

全参加者の順位に対して、飛び賞、特別賞等に 2023New モデルスキー、ブーツ、ウェア(目録をお渡しし

ます)をはじめ、豪華賞品を用意しています。 
 
【リザルト】  閉会式後、大会特設サイトにて掲載予定。 
 
【日 程】 2 月 25 日（土） Ａコース（クリニック＋技術選）参加者 

8:15～ 9:00 受付・ビブ、プログラム配布  ［北志賀スキースクールよませ教室］ 

9:30～      クリニック開会式  ［ビッグベアーコースゴールハウス付近集合］ 

9:45～11:45 クリニック 

13:00～15:00 クリニック 

Ｂコース（技術選のみ）参加者 

10:00～18:00 前日受付・ビブ、プログラム配布  ［北志賀スキースクール事務所］ 

2 月 26 日（日）  7:30～ 8:00 受付・ビブ、プログラム配布  ［北志賀スキースクールよませ教室］ 

8:30～     開会式  ［ビッグベアーコースゴールハウス付近］ 

    競技開始 

競技終了後  表彰式及び閉会式 

※天候等により時間変更する場合があります。 
 
【傷害処置】 出場選手が競技中に傷害を受けた場合、主催者は応急処置のみ行うが、以後の責任は負わない。 
 
【参加申込】 ■申し込み 

①WEB 申し込み（デジエントリー） 

大会特設サイトからデジエントリーホームページに進み、オンラインでお申し込みの上、コンビニ又

は、ペイジーにて参加料をお支払い下さい。 

②郵送 

申込書を大会事務局に郵送の上、開催決定後に、現金書留、銀行振り込み、もしくは、大会事務局

（よませ温泉スキー場内北志賀スキースクール）にお持ち下さい。 

③直接申込  申込書と参加料を大会事務局（よませ温泉スキー場内北志賀スキースクール）にお持ち下さい。 

■申込締め切り 

①ＷＥＢ  令和 5 年 2 月 19 日（日）17：00 

②郵送（必着） 令和 5 年 2 月 19 日（日） 

③直接申込 令和 5 年 2 月 19 日（日）17：00 

※定員になり次第、期間内であっても受付を終了いたします 

■納入期限 

令和 5 年 2 月 20 日（月）15：00 
 
【そ の 他】 ①納入された参加料は、個人の理由(コロナ感染含む)によるキャンセルの場合、返金いたしません。 

 ②緊急事態宣言等が発令、または急激な感染拡大状況によっては、中止とせざるを得ない場合もございま

す。決済後の場合は、事務手数料１,０００円を差し引いての返金となります事をご承知おきください。 
 



【コロナ対策】      ■１週間前から当日まで下記に、該当項目がある場合は医療機関を受診頂き、ご判断下さい。 

① 37.5℃以上の発熱がある。  

② せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。  

③ だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。  

④ 嗅覚や味覚の異常がある。  

⑤ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状。  

⑥ 新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴がある。  

■受付時に体調チェックシートを提出いただき、症状によっては、ご参加を見合わせて頂きます。 

■クリニック、大会参加中に発熱等の症状が出た場合は、お引き取りいただくこともございます。 

■参加見合わせ及び途中でお引き取りいただく際の、ご返金は致しませんので、予めご了承ください。 

■閉会式会場（屋内）ではマスクを着用して下さい。 

 
 
【大会事務局】  〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬 1721 

SAJ 北志賀スキースクール内 北志賀スキー技術選事務局 

    Tel 0269-33-2000 Fax 0269-33-2500 
 
【本部宿舎】  〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町よませ温泉スキー場内  

グランベルミヤツ Tel 0269-33-1166 Fax 0269-33-1677 
 
【大会特設サイト】 ホームページ http://king.kitashiga.net/  

メール king@kitashiga.nｅｔ 

 

 

 

 

 

【ジャッジ・講師プロフィール】  

渡辺一樹 元ナショナルデモンストレーター、デモ認定12期、インタースキー代表6回 
全日本スキー技術選手権大会 優勝4回、入賞多数 
 

宮下征樹 元ナショナルデモンストレーター、デモ認定4期 
  全日本スキー技術選手権大会2連覇 

 
松沢聖佳 元ナショナルデモンストレーター、デモ認定5期 

全日本スキー技術選手権大会9連覇 
 

佐藤秀明 元ナショナルデモンストレーター、デモ認定6期 
全日本スキー技術選手権大会最高位総合12位 
 

高瀬慎一 ナショナルデモンストレーター、デモ認定4期 
全日本スキー技術選手権大会最高位総合7位 
 

徳竹 剛 ナショナルデモンストレーター、デモ認定6期目 
全日本スキー技術選手権大会最高位総合10位 

 

  



 

タナベスポーツ杯争奪 
２０２３北志賀スキー技術選手権大会 ＜KING OF 北志賀＞  

参 加 申 込 書  
 

※下記の情報は個人情報保護法に基づき、大会運営に関する業務及び次年度大会のご案内等に使用されます。 

 

参加コース 

いずれかを○で囲む 

 

Ａコース（クリニック＋大会） ・ Ｂコース（大会のみ） 
     

クラス 

いずれかを○で囲む 

Ｍ１ ・ Ｍ２ ・ Ｍ３ ・ Ｍ４ ・ Ｍ５ ・ Ｍ６ 

Ｌ１  ・  Ｌ２  ・  Ｌ３  ・ Ｌ４  ・  Ｌ５ 

チーム名 

 チーム内ランク 

チームで申込の場合出走順 

 

フリガナ  
生年月日 

（西暦） 

年 齢 

※大会当日 

 年 

 月   日 

満    才 

氏 名 

 

住  所 

〒    － 

       都 道       区 市 

       府 県       郡 

 

自宅 TEL:            携帯TEL: 

緊急連絡先TEL:          E-mail: 

スポーツ 

傷害保険 

契約会社名（必須） 証書番号（必須） 

誓約書 

私は、本大会に参加するにあたり、万一事故が発生した場合も主催者等に対し一切の責任や賠償を求めないことを誓約

し、大会に参加します。  

  

     年     月     日  

参加選手署名                             印  

保護者の承諾（18 歳未満のみ記入） 

上記の者が本大会参加に際し、万一の事故の場合にも、主催者等に対し一切の責任や賠償を求めないことを誓約し、参

加を承諾します。  

  

     年     月     日  

保護者署名                              印  



タナベスポーツ杯争奪 ２０２３北志賀スキー技術選手権大会 <KING OF 北志賀>  

Bib 

 

事務局記入 

フリガナ 

氏 名 
 

都道府県  

チーム名  

クラス 

(いずれかに○) 

Ｍ１  Ｍ２  Ｍ３  Ｍ４  Ｍ５  Ｍ６ 

Ｌ１  Ｌ２  Ｌ３  Ｌ４  Ｌ５ 
参加回数  回目 

一言コメント：自己紹介＆今回この大会にエントリーした理由etc．をお願いします！ 

 

滑走中にアナウンスでご紹介するコメントになります。申込書と一緒にご送付下さい。 

 



Bib: 氏名：
（受付で記入）

前日の様子

検温時刻 体温(℃) 体調 不調の場合は該当に〇

□良好

□不調

① 平熱を超える発熱

② 咳

③ のどの痛み

④ 倦怠感（だるさ）

⑤ 息苦しさ

⑥ 嗅覚や味覚の異常

⑦ その他（           ）

受付当日の様子

検温時刻 体温(℃) 体調 不調の場合は該当に〇

□良好

□不調

① 平熱を超える発熱

② 咳

③ のどの痛み

④ 倦怠感（だるさ）

⑤ 息苦しさ

⑥ 嗅覚や味覚の異常

⑦ その他（           ）

体調チェックシート

●参加当日と前日の体温測定と症状（嗅覚味覚の異常、咳、たん、鼻水、

呼吸困難）などのチェックをお願いします。

●もし気になる症状が現れたときには、速やかに最寄りの保健所・帰国

者・接触者電話相談センターへご連絡ください。


