ＦＩＳ ＯＰＥＮ / ＳＡＪ・Ａ公認
２０１９フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
モーグル種目/デュアルモーグル種目
１主

催 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会実行委員会

２共

催 秋田県、仙北市、秋田県スキー連盟、田沢湖高原リフト株式会社

３主

管 秋田県スキー連盟

４後

援 秋田県教育委員会、仙北市教育委員会、(公財)秋田県体育協会、(一社)秋田県観光連盟、

（予定含む）秋田魁新報社、朝日新聞秋田総局、毎日新聞秋田支局、読売新聞秋田支局、産経新聞秋田支局、
日本経済新聞秋田支局、河北新報社、共同通信社秋田支局、時事通信社秋田支局、
ＮＨＫ秋田放送局、ＡＢＳ秋田放送、ＡＫＴ秋田テレビ、ＡＡＢ秋田朝日放送、エフエム秋田、
芸文社（月刊ｽｷｰｸﾞﾗﾌｨｯｸ）、実業之日本社（ﾌﾞﾙｰｶﾞｲﾄﾞｽｷｰ）、双葉社（BravoSki）
５協

力 (一社)田沢湖・角館観光協会

６期

日 平成３１年２月１日(金)～３日(日)

７会

場 秋田県田沢湖スキー場 黒森山モーグルコース

８競技種目 モーグル（ＭＯ）、デュアルモーグル（ＤＭ) 男・女
９日

程 ※日程は変更になる場合があります。ＴＣＭ・掲示板等を確認下さい。
日 程

2月1日(金)

2月2日(土)

予定時刻

種 目(事 項)

9:30 ～ 16:00

選手・コーチ受付

大会本部 スキーセンターレラ ゲストルーム

13:00 ～ 14:30

公式練習

黒森山モーグルコース

16:00 ～

開会式・ＴＣＭ

スキーセンター レラ

9:00 ～ 16:00

選手・コーチ受付

大会本部 スキーセンターレラ ゲストルーム

9:00 ～ 9:45

公式練習

黒森山モーグルコース

10:00 ～ 14:00

ＭＯ予選・決勝

黒森山モーグルコース

競技終了後

表彰式

フィニッシュエリア内

表彰式終了後～15:00

ＤＭ公式練習

黒森山モーグルコース

16:00 ～

ＴＣＭ

スキーセンター レラ

ＤＭ公式練習

黒森山モーグルコース

10:00 ～ 14:00

ＤＭ予選・決勝

黒森山モーグルコース

競技終了後

表彰式・閉会式

フィニッシュエリア内

9:00 ～ 9:45
2月3日(日)

会

場

10 競技規則 本要項で定めのある事項のほかは、ＦＩＳ・ＳＡＪ競技規則最新版による。
11 参加定員 モーグル男女合計 １５０名

デュアルモーグル男子６４名 女子６４名

※申込者が各定員を超えた場合は先着申込を優先する場合があります。また、定員に満たない場合
はＯＣの判断で選手を追加募集する場合があります。
12 申込期間 平成３０年１２月１日(土) ～ 平成３１年１月２９日(火) １５：００必着
13 申込方法 本競技会の定める申込用紙を使用し、所属団体単位で申込むこと。
◎申込先：〒０１４－０３９２

秋田県仙北市角館町東勝楽丁１９番地

フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会実行委員会事務局
ＴＥＬ：０１８７－４３－３３９０

ＦＡＸ：０１８７－５４－１７２７

Ｅ-mail：mogul@city.semboku.akita.jp
※なお、参加料は指定の口座に振り込むこと。
金融機関名：秋田銀行 支店名：角館支店 口座種別：普通口座 口座番号：１０３７４５８
口座名：フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会実行委員会
会長 門脇 光浩（カドワキ ミツヒロ）

14参 加 料 １種目７，０００円（原則として参加料の返金はしない。※天候等による大会中止の場合を含む）
15 参加資格 ・ＳＡＪ公認フリースタイルスキー競技会参加規則（最新版）5-2・5-2-1・5-2-2 及び 5-2-3 による。
ポイント等 ・秋田県スキー連盟及び東北ブロックスキー連盟加盟団体の強化指定選手
・各県連の推薦による男女各５名以内
・ＳＡＪ会員登録及びＳＡＪ競技者番号取得済みの者
・全ての選手は、申込書に記載したチームキャプテン及び保護者の承認の元に参加すること。
・ＳＡＪスキー安全会もしくはスポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入の者（何らか
の傷害保険に加入の者とします。）
・ＦＩＳ登録選手はＦＩＳポイントの取得が可能です。
・ＦＩＳ競技者登録をしていない選手は、ＳＡＪ・Ａ級公認競技会のみへの参加となります（ＦＩ
Ｓポイントの取得はできません。）。
・本大会は、2019ＦＩＳフリースタイルスキーワールドカップ秋田たざわ湖大会派遣選考基準・ジ
ュニア世界選手権派遣選考基準・競技種目別許可基準の選考レースを兼ねます。
16 表

彰 ・ＭＯ種目については、男女各６位まで表彰します。
・ＤＭ種目については、男女各４位まで表彰します。

17そ の 他 ①開・閉会式及び表彰式には全員が出席すること。主催者が許可した場合は除く事があります。
②引率するコーチがいる場合は申込書にて申請をお願いします。事前に申請がなければコーチエリ
アに入れない場合があります。
③個人情報は、個人情報保護法に基づいた取り扱いをします。
④リフト搭乗にはリフト券が必要です。選手用リフト券は、券売所で選手氏名及びビブの提示にて
購入できます。（１日券：一般・大学生３，０００円、中高生２，２００円、小学生１，０００
円）
⑤競技会に出場する選手は、公式トレーニングに参加する義務があり、その際ビブ及びヘルメット
を着用してください。なお、怪我等については参加者自身の責任とし、主催者は応急処置まで行
いますが、それ以上の責は負いません。
⑥参加申込をした選手は必ず受付を行ってください。また、チームキャプテンミーティングには必
ず１名以上参加してください。
⑦大会期間中の映像、写真、記録等のテレビ、新聞、雑誌、インターネット等への掲載権は主催者
に帰属します。
⑧宿泊に関しては田沢湖観光情報センター「フォレイク」へお問い合わせ下さい。
E-MAIL folake@tazawako.org TEL：０１８７－５８－００６３
※大会についてのお問い合わせ先
〒０１４－０３９２ 秋田県仙北市角館町東勝楽丁１９番地(仙北市教育委員会スポーツ振興課
内）
フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会実行委員会事務局
Ｅ－ＭＡＩＬ：mogul@city.semboku.akita.jp
ＴＥＬ：０１８７－４３－３３９０ ＦＡＸ：０１８７－５４－１７２７

ＥＮＴＲＹ ＦＯＲＭ
エントリーフォーム
Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ(Ｎａｍｅ/Ｐｌａｃｅ)
競技会（名称/開催地）

2019 FREESTYLE SKI AKITA TAZAWAKO MOGUL COMPETITION
2019 フリースタイルスキー秋田・田沢湖モーグル競技会
Akita Tazawako Ski Resort Kuromoriyama Mogul Course, Tazawako Akita
秋田県仙北市田沢湖 秋田県田沢湖スキー場 黒森山モーグルコース

Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ
所属県連名/所属
ＣＯＭＰＥＴＩＴＯＲＳ
競技選手
Ｃｏｄｅ
選手コード

Ｓｕｒ ｎａｍｅ Ｆｉｒｓｔ Ｎａｍｅ

FIS Code
SAJ Code

氏

名

Ｍen □
男
Ｄｉｓｃｉｐｌｉｎｅ
種 目
Ｒａｃｅｄａｔｅ
競技日
ＹＢ
生年月日

Ｌadies □
女

ＭＯ

ＤＭ

ＭＯ

ＤＭ

Feb. 2
Sat.

Feb. 3
Sun

Feb. 2
Sat.

Feb. 3
Sun

ＯＦＦＩＣＩＡＬＳ
同行役員等
Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
職 分

Ｎａｍｅ
氏 名

Ａｄｄｒｅｓｓ
Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ

連絡先住所
電話番号

Ｔｅａｍ Ｃａｐｔａｉｎ
チームキャプテン
Ｃｏａｃｈ
コーチ

Ｌｏｄｇｉｎｇ
宿舎名
WRITTEN CONSENT
承 諾 書
I/We agree that in participating I/we will take sufficient care to prevent accidents, and
in case of accidents caused by us or me, we will be fully responsible and deal with them at
our own risk.
参加に際しては、傷害防止に十分に注意すると共に、万が一、私、及び私達が原因で発生した事故に対して
は、全て私の責任に於いて処理することを了承の上、参加を申し込みます。
Responsible for entry
エントリー責任者
Ｄａｔｅ
Ａｒｒｉｖａｌ
Ｄｅｐａｒｔｕｒｅ
記入日
到着日
出発日

