
１．主　　催 (公財)全日本スキー連盟

２．主　　管 群馬県スキー連盟

全日本マスターズスキー選手権尾瀬片品大会実行委員会

３．後　　援 片品村、片品村教育委員会、片品村体育協会、片品スキークラブ

片品村観光協会、片品村民宿旅館組合連合会

４．協　　賛 アメアスポーツジャパン（株）アトミック・サロモン、(株)ＩＣＩ石井スポーツ、

ＦＣＡジャパン（株）、小田原緑化開発(株)、フォレストエナジー(株)

５．協　　力 ホワイトワールド尾瀬岩鞍

６．期　　日 平成３１年２月２８日（木）～３月３日（日）

７．会　　場 ア　ル　ペ　ン　競技：片品村・ホワイトワールド尾瀬岩鞍

クロスカントリー競技：片品村・水芭蕉クロスカントリーコース（旧片品北小）

８．競技種目 ア　ル　ペ　ン　競技：ジャイアントスラローム（男子・女子）

クロスカントリー競技：クラシカル・フリー（男子・女子）

９．参加資格 (1)（公財）全日本スキー連盟の大会に参加するものは、アルペン、クロスカント

　リーとも競技者管理登録済み、且つ、平成30(2018)年12月31日までに満30歳以上

　であること。

(2)　各都道府県スキー連盟が推薦した者であること。

(3)　健康診断を受けて、健康である者。

(4)　スポーツ傷害保険、またはそれに準じる保険に加入済みの者であること。

　　（ICR212参照）

10．参加人数 (1)ジャイアントスラローム

　　①各都道府県とも各組10名以内とする。ただし開催県は各組15名以内を原則と

　　　する。

　　②参加申込みが大幅に増加し、運営が困難と認められたときは、日程変更をす

　　　ることがある。

(2)クロスカントリー

　　参加人数の制限はない。
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第43回全日本マスターズスキー選手権　尾瀬片品大会
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11.組　　別

　Ａグループ：男子30歳～59歳　　Ｂグループ：男子60歳以上　　Ｃグループ：女子全員

12.競技日程・会場

　(1)　アルペン競技

　公式練習は、ビブ順スタートとする。

　最終的な競技時間は、チームキャプテンミーティングで発表する。

表　彰　式 各ｸﾞﾙｰﾌﾟ終了後 ゴンドラ駅舎前特設ステージ

内　容 時間（予定） 会　　　場

３月３日(日) ＧＳ第２戦（Ａ） 8:40～ ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

ＧＳ第２戦（Ｂ） 12:00～ ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

表　彰　式 各ｸﾞﾙｰﾌﾟ終了後 ゴンドラ駅舎前特設ステージ

ＧＳ第１戦（Ｃ） 12:00～ ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

表　彰　式 各ｸﾞﾙｰﾌﾟ終了後 ゴンドラ駅舎前特設ステージ

内　容 時間（予定） 会　　　場

３月２日(土) ＧＳ第１戦（Ａ） 8:40～ ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

開会式・ﾊﾟｰﾃｨｰ

３月１日(金) ＧＳ第１戦（Ｂ） 8:40～ ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

ＧＳ第２戦（Ｃ） 12:00～ ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

55歳代 1959.1.1～1963.12.31 55歳代

1944.1.1～1948.12.31 70歳代
Ｂ
グ
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プ

60歳代 1954.1.1～1958.12.31 60歳代

65歳代 1949.1.1～1953.12.31 65歳代

80歳代 1934.1.1～1938.12.31 80歳代

90歳以上 1928.12.31以前 90歳以上

Ｃ
グ
ル
ー

プ

30歳代

35歳代 1979.1.1～1983.12.31 35歳代

85歳代

50歳代

45歳代 1969.1.1～1973.12.31 45歳代

40歳代 1974.1.1～1978.12.31 40歳代 1974.1.1～1978.12.31

1964.1.1～1968.12.31 50歳代

男子組別 生年月日 女子組別 生年月日

9:20～11:00 ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

1969.1.1～1973.12.31

1964.1.1～1968.12.31

1959.1.1～1963.12.31

1954.1.1～1958.12.31

1944.1.1～1948.12.31

公式練習Ｃ 8:30～9:10 ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

Ａ
グ
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ー

プ

30歳代 1984.1.1～1988.12.31 1984.1.1～1988.12.31

1979.1.1～1983.12.31

1949.1.1～1953.12.31

70歳代

公式練習Ｂ

ﾎﾜｲﾄﾜｰﾙﾄﾞ尾瀬岩鞍国体女子沢コース

組織委員会

内　容 時間（予定） 会　　　場

ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 16:30～ 尾瀬岩鞍ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ　3F大広間　

２月２８日(木) 公式練習Ａ 11:10～12:30

内　容 時間（予定） 会　　　場

16:00～ 尾瀬岩鞍ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ　3F大広間　

1939.1.1～1943.12.31

1934.1.1～1938.12.31

1929.1.1～1933.12.31

1928.12.31以前

1929.1.1～1933.12.31 85歳代

75歳代 1939.1.1～1943.12.31 75歳代

尾瀬岩鞍ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ　2Fラ・セゾン17:00～



　(2)　クロスカントリー競技

　最終的な競技時間は、チームキャプテンミーティングで発表する。

13.競技方法 (1) 全日本スキー連盟競技規則最新版による。

　ただし、ＳＡＪ公認マスターズスキー競技会実施要項及び本大会要項に定められ

　たものが優先する。

(2) アルペン競技(ジャイアントスラローム種目)

　①　１日１本レースとし、３日間にわたって競技し第１戦、第２戦についてそれ

　　ぞれ成績を決める。

　②　ＧＳ用クラッシュヘルメットを着用すること。（ＦＩＳ規格推奨）

　③　マテリアル（スキー長、スキー高、ブーツ高、ラディウス共に体力、体格、

　　技能に適応した用具を使用すること。）

(3) クロスカントリー競技

　①　男子30歳～74歳及び女子30歳～59歳の各組は５kmとし、男子75歳以上及び

　　女子60歳以上の各組は３kmとする。

　②　第１戦はクラシカル走法、第２戦はフリー走法とする。

会　　　場

３月２日(土) 第１戦（クラシカル）

表　彰　式 各滑走ｸﾞﾙｰﾌﾟ終了後 旧片品北小体育館

３月３日(日) 第２戦（フリー） 10:00～ 水芭蕉クロスカントリーコース（旧片品北小）

表　彰　式 各滑走ｸﾞﾙｰﾌﾟ終了後 旧片品北小体育館

内　容 時間（予定）

内　容 時間（予定） 会　　　場

17:00～ 尾瀬岩鞍ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ　2Fラ・セゾン開会式・ﾊﾟｰﾃｨｰ

ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 15:30～ 旧片品北小体育館

内　容 時間（予定） 会　　　場

２月２８日(木) 組織委員会 16:00～ 尾瀬岩鞍ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ　3F大広間　

内　容 時間（予定） 会　　　場

３月１日(金) コース開放 10:00～15:00 水芭蕉クロスカントリーコース（旧片品北小）

10:00～ 水芭蕉クロスカントリーコース（旧片品北小）



14.安 全 面 競技者の健康と安全を第一に次のことを考慮する。

(1) 悪天候、雪のコンディション、コースの準備状況、または競技中視界不良等の

　危険が伴う場合は、ジュリーによって競技の続行、中断、延期、中止の判断が行

　われる。

(2) コースへの立ち入りは、選手及び予め配布するＩＤカード（県名入り）を有し

　た者以外は禁止する。ただし、85歳以上の選手の家族は、スタートエリアへの立

　ち入りを認めるので事務局にその旨を申告する。（サポート用のＩＤを配布しま

　す。）

15.スタート順 (1) ジャイアントスラローム

　① 第１戦、第２戦ともにＳＡＪマスターズポイントを採用する。

　② 各組30名以上のエントリーがある場合は、上位15名を第１シードとしてドロー

　 し、以下はポイント順のスタートとする。その後に無ポイント者をドローする。

　③ 各組30名未満のエントリーの場合は、上位5名を第１シードとしてドローし、

　 以下はポイント順のスタートとする。その後に無ポイント者をドローする。

　④ 気象状況を判断し選手の安全を確保するため、ジュリーはスタート順を変更

　 することがある。

(2) クロスカントリー競技

　①　年齢の若い組から年齢の若い順でスタートする。

　②　選手の安全を確保するため、競技委員長等の判断により、スタート順を変更

　 することがある。

16.表　　彰 (1) 第１戦、第２戦のそれぞれの各組の１位から３位に賞状及びメダル、４位から

　10位までに賞状を授与する。

(2) アルペン競技の表彰は各グループ終了後、現地にて行う。クロスカントリー競

　技の表彰は、各滑走グループ終了後、現地にて行う。

(3) 満80歳及び満90歳の出場者を表彰する。（平成30年12月31日時点の年齢）

　　該当者は参加申込時に自己申告すること。



17．大会参加申込

平成３１年１月　７日（月）

平成３１年２月　１日（金）１８時 必着

平成３１年２月１２日（火）

１０，０００円（お一人）（ただし、１戦のみ参加は5,000円）

　①参加費用については、6,000円となります。大会参加料とあわせて納入してくだ

　　さい。なお、不参加となった場合でも返金できませんのでご了承願います。

　②パーティーは原則として大会参加者全員（応援、視察員等は自由）参加すること

　　としますが、参加者多数の場合には、都道府県ごとに人数制限を行うことがあり

　　ます。この場合のみ参加料を返金いたします。

　③パーティー参加者は、必ずＩＤカードを持参のうえ参加してください。

※　パーティー参加者は、２月２８日の宿泊は１泊朝食または１泊食事なしにて申込

　　みください。

　【大会事務局】

　〒378-0415　群馬県利根郡片品村鎌田3982　片品村文化センター内

　全日本ﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰ選手権尾瀬片品大会実行委員会事務局

　TEL　0278-58-2144　　　FAX　0278-58-4611

(6)代 表 者

　①都道府県連盟は代表者を指定して、エントリーフォームに明記すること。

　②代表者とチームキャプテン（チームキャプテンミーティングに参加するもの）

　　は、重複しても良い。

(7)申込方法

　 申込は申込代表者がインターネットにより申込むものとする。

片品村観光協会公式サイト内 第43回全日本マスターズスキー選手権ページ

https://oze-katashina.info/mastersski/

　※　申込開始日（１月７日）に申込み用サイトを開設します。

（注）インターネットによる申込みが困難な場合は申込書に必要事項

　　　を記入のうえ、下記の送付先に申し込むものとする。

〒378-0415　群馬県利根郡片品村鎌田3982

全日本ﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰ選手権尾瀬片品大会　実行委員会事務局　宛

(8)申込様式

　①エントリーフォームに必要事項を入力し申し込むこと。

　　・参加申込み：種目別に分けて入力すること。

　　・宿泊･パーティー･：選手以外（応援者等）についても入力すること。

　②申し込みは各都道府県連盟で申し込むこと。個人申し込みは受け付けません。

(9)支払いについて

　①競技参加、宿泊、ﾊﾟｰﾃｨｰすべてをとりまとめのうえ、申込日から８日以内に下記

　　あて振り込むこと。なお、最終振り込み期限は、２月８日（金）とする。

　②振込先

【参加料・パーティー料】

金融機関・支店名：群馬銀行(金融機関ｺｰﾄﾞ：0128）　尾瀬支店（店番号：215）

預金種別：普通　　口座番号：０２７３５７４

口座名義：全日本マスターズ尾瀬片品大会実行委員会

　※　納入した参加料、パーティー料は理由の如何に関わらず返金しない。

(1)申込開始

(2)申込期限

(3)抽 選 日

(4)参 加 料

(5)パーティー

大会URL



18.宿泊申込 平成３１年１月　７日（月）

平成３１年２月　１日（金）１８時 必着

　①宿泊は、東武トップツアーズ㈱が企画・実施する｢募集型企画旅行｣です。

　旅行条件書を必ずお読みいただいてからお申込ください。

　【旅行企画・実施】

　〒370-0828　群馬県高崎市宮元町212　高崎宮元町ビル3階

　東武トップツアーズ株式会社　高崎支店

　TEL027-325-3201　FAX027-325-3913

　営業時間：平日9:00～18:00　休業日：土日祝日　

　インターネットでのお申込ページをご用意しております。

　宿泊設定日：平成31年2月27日（水）から3月3日（日）5泊

　宿泊分受付期限：平成31年2月1日（金）18時まで

　最少催行人員：1名

　添乗員：添乗員は同行いたしません。

　条件：下表②記載の宿泊代金は、お1人様・1泊あたり、税金・サービス料込の代金です。

(1)申込開始

(2)申込期限

(3)宿泊申込

申込URL https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/masters43

　予定宿泊施設名　別紙宿泊施設一覧をご参照下さい。

　客室タイプ　　　和室または和洋室、洋室（シングル・ツイン・トリプル）

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/masters43


　②宿泊代金　9,180円（お一人あたり１泊２食税サ込）

　　　　　　　8,262円（お一人あたり１泊夕食税サ込）

　　　　　　　7,344円（お一人あたり１泊朝食税サ込）

　　　　　　　6,426円（お一人あたり１泊食事なし税サ込）

　　 シングルユースの場合は、5,000円ＵＰ(サ込税別)となります。

　③宿泊通知については、入金確認後１０日後までに申込代表者へ送付します。

(4)申込様式

　①エントリーフォームに必要事項を入力し申し込むこと。

　　・参加申込み：種目別に分けて入力すること。

　　・宿泊･パーティー･：選手以外（応援者等）についても入力すること。

　②申し込みは各都道府県連盟で申し込むこと。個人申し込みは受け付けません。

　③振込先・期限

　　　下記口座へ、2月8日（金）までに振り込み下さい。

【宿泊代金】

預金種別：普通　　口座番号：0029169

口座名義：東武トップツアーズ株式会社　高崎支店

(5)取消料

宿泊について契約成立以降に解除される場合は、1泊ごとに下記の取消料を申し受けます。

　※　宿泊の変更・取消しがある場合には、大会ホームページより手続きを行ってくだ

　　　さい。なお、２月１６日以降の変更・取消しについては大会ホームページより、

　　　変更・取消届をプリントアウトして大会事務局へＦＡＸ（0278-58-4611）にて

　　　送付ください。

　※　大会当日【3月2日（土）、3月3日（日）】は支店休業日にあたるため、

　　　取消しについては宿泊施設に直接お申し出ください。

　※　宿泊料の返金及びキャンセル料の請求は、大会終了後に処理をおこないます。

旅行代金の20%

旅行代金の30%

旅行代金の40%

旅行代金の50%

旅行代金の100%

取消料

金融機関・支店名：群馬銀行（金融機関コード：0128）高崎駅出張所（店番号：129）

※部屋数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承願います。

※禁煙/喫煙部屋の指定は承れません。予めご了承ください。

(注2）この旅行条件・旅行代金は2019年1月7日現在を基準としております｡

　　（注1）入湯税（お一人1泊に付き150円）は、各宿泊先で別途お支払いください。

旅行契約の解除期日
　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日

　前にあたる日以降8日目にあたる日まで

　旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日

　前にあたる日以降2日目にあたる日まで

旅行開始日の前日

旅行開始日当日

旅行開始後又は無連絡不参加の場合

　※　ご宿泊当日12時までに、当支店または宿泊施設に取消の連絡がない場合は

　　　無連絡不泊として取扱い、100%の取消料を申し受けます。



19.事 務 局 (1)大会事務局

　〒378-0415　群馬県利根郡片品村鎌田3982　片品村文化センター内

　全日本ﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰ選手権尾瀬片品大会実行委員会事務局

　TEL　0278-58-2144　　　FAX　0278-58-4611

(2)宿泊担当

　〒370-0828　群馬県高崎市宮元町212　高崎宮元町ビル３階

　東武トップツアーズ株式会社　高崎支店

　TEL　027-325-3201　　　FAX　027-325-3913

　※　配宿及び各都道府県への宿泊通知は東武トップツアーズに一任することとし、

　　シングルユース希望以外の部屋タイプ・宿舎の指定はできません。

(3)レーシングオフィス(2月26日～3月3日開設予定 両会場ともに8:00～17:00)

　アルペン：ホワイトワールド尾瀬岩鞍内　スキー学校東側建物

　クロスカントリー：旧片品北小体育館内

　※　電話番号(携帯電話)は、2月23日までにマスターズ大会ホームページ内

　　（大会事務局配信）の庶務連絡等でお知らせします。



20.ビブ等の配布

ビブ及びプログラム等は、チームキャプテンが宿泊する施設に配布します。

21.リフト券 大会参加者向けにリフト券を特別料金で販売します。

利用対象期間：２月２８日(木)～３月３日(日)

1日

2,400

3,400

※ICカードリフト券の為、デポジット（補償金）として、１枚に付きを５００円を

　お預かりさせて頂きます。

※購入方法はマスターズ大会ホームページ内の庶務連絡等でお知らせします。

22.そ の 他 (1) 傷害処理について主催者は応急手当を行うが、その後の責任は負いません。

(2) 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護に関する法律、関連法令を

　厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づいてこれを取り扱います。お預かりす

　る個人情報は、大会関係者へのサービス向上を目的としてのみ利用いたします。

客国18-527

4日

9,600

13,60070歳未満 6,800 10,200

2日 3日

70歳以上 4,800 7,200


