
 競技 27  

第 32 回千葉県ベテランスキー大会	 

	 

主	 	 	 	 催	 	 	 	 千葉県スキー連盟	 

主	 	 	 	 管	 	 	 	 千葉県スキー連盟	 

期	 	 日	 	 	 	 平成29年3月12日（日）	 

会	 	 	 	 場	 	 	 	 会津高原たかつえスキー場	 	 〒967-0316	 	 福島県	 南会津郡	 南会津町	 高杖原535	 

種	 	 目	 	 	 大回転	 

参	 加	 料	 	 	 4,000円	 

参加資格	 	 	 男子50歳代、男子60歳代、男子70歳以上、女子40歳以上	 

	 	 	 	 	 	 	 	 ＊クラブ対抗に参加する選手は、ベテランスキー大会に参加することはできない。	 

申込方法	 	 	 1)	 申込期間	 平成 29 年 1 月 4 日（水）～	 1 月 25 日（水）事務局必着厳守	 

	 	 	 	 	 	 	 2)	 申込先	 県連事務局	 

本	 	 	 	 部	 	 	 	 	 会津アストリアロッジ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL	 	 0241-78-2839	 

日	 	 	 程	 	 	 	 平成29年3月12日（日）	 8:00	 インスペクション	 ※10日（金）18：30アストリアロッジで受付可	 

9:10	 競技開始（大回転＜クラブ対抗戦 Ｂコース＞）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13:00	 表彰式（アストリアロッジ）	 

表	 	 彰	 	 	 各組1位から3位まで表彰します。	 

備	 	 	 	 考	 	 	 1)	 年齢基準は平成29年1月1日現在。	 

	 	 	 	 	 	 	 2)	 競技者としてのマナーを厳守し、健康管理は自己の責任において行う。	 

	 	 	 	 	 	 	 3)	 競技中の事故についてはパトロール等への応急対応はしますが、その責任は負いかねます。	 	 	 	 	 	 	 	 

担	 	 当	 	 	 阿久津	 昭夫	 

	 

第 16 回千葉県ジュニアスキー大会 

主    催    千葉県スキー連盟 

主    管    千葉県スキー連盟 

期   日    平成 29 年 3 月 11 日（土）、12 日（日） 

会    場    会津高原たかつえスキー場  〒967-0316  福島県 南会津郡 南会津町 高杖原 535 

種   目   アルペン：大回転、クロスカントリー（１ｋｍ程度） 

参 加 料   3,000 円 （会員以外 4,000 円） 

参加資格   小・中学生で、スキー技術 3 級程度以上。 

＊クラブ対抗に参加する選手は、ジュニアスキー大会に参加することはできない。（クロスカントリーは、

除く） 

組   別    J １組－ ジュニア A （小学生低学年） －1～4 年生在学の男女 

KⅠ男女  （小学生高学年） －5～6 年生在学の男女 

Ｊ ２組－ KⅡ女子  （中学生女子、高校１年早生まれ）    

Ｊ ３組－ KⅡ男子  （中学生男子、高校１年早生まれ）          

競技規定   SAJ 競技規則 新版による。 

申込方法   1) 申込期間 平成 29 年 1 月 4 日（水）～ 1 月 25 日（水）事務局必着厳守 

         2) 申込先 県連事務局（種目別に 1 部） 

本    部     会津アストリアロッジ          TEL  0241-78-2839                          

日    程     平成 29 年 3 月 12 日（日）アルペン   8:30 インスペクション  ※10日（金）18：30 ｱｽﾄﾘｱﾛｯｼﾞで受付可 

9:00 競技開始（大回転）<クラブ対抗戦 B コース＞ 

                                   13:00 表彰式（アストリアロッジ） 

                 11 日（土）クロスカントリー  13:45 競技開始  

表   彰   各組 1 位から 3 位まで表彰します。 

備    考   1） 傷害保険については各自責任を持って加入する。大回転のヘルメットは着用厳守のこと。 

         2） 競技中の事故についてパトロール等への応急対応はしますが、その責任は負いかねます。 

担	 	 当	 	 阿久津	 昭夫	  




