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第 33 回全日本スノーボード選手権中部地区大会のご案内  

[	 2015年 2月 6日より 2015年 2月 22日まで	 ] 
会場：よませ温泉スキー場（AP） X-JAM高井富士（FS） やまびこの丘スキー場（SX） 
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1. 日程及び会場について 	  
・DU 2月	 7日(土) よませ温泉スキー場 
・GS 2月	 8日(日) よませ温泉スキー場 
・SS 2月 11日(水) X-JAM高井富士スキー場 
・HP 2月 14日(土) X-JAM高井富士スキー場 
・SX 2月 22日(日) やまびこの丘スキー場 

※SXは、昨年度中止になりましたので 2月 28日(土)にニュー・グリーンピア津南にて予備日を設けます。 

2. エントリーについて 	  

エントリー方法： 	  

インターネットサイト「デジエントリー」のみとなります。  http://dgent.jp   

 

 

Ø インターネットや携帯サイトでエントリー手続きを行い、エントリー費はコンビニ決済で行う方法です。

詳しくは、デジエントリーにてご確認お願いします。 

 

①	 イベント情報から＜スノーボード＞→＜第 33 回 JSBA 全日本選手権中部地区大会＞→＜参加種目

＞＜カテゴリー＞を選択。 

②	 デジエントリーの＜会員登録＞を行う。 

③	 会員登録している方は＜ＩＤ＞ ＜パスワード＞を入力しログイン。 

④	 ＜エントリーフォーム＞に必要事項を入力→誓約書に同意の上、コンビニ各社にてお支払い。 

⑤	 エントリー手続き完了。 

� エントリー確認はデジエントリーのサイトの確認用画面で必ずチェック願います。 

� エントリー時の選択・入力にお気を付けください。 

種目・カテゴリー・会員番号・SS／HP はスタンス 

� 尚、エントリー締切り日以降は一切エントリー手続きが出来ないようになっております。 

＊	 エントリー後のエントリー料の返金は一切できません。 

 

チームでのエントリー方法 
� チームで複数名のエントリーを同時に行うことができます。 
� デジエントリーエントリーフォーム「グループエントリー」から手続きして下さい。 
� ご入金は一括払いとなります。 

電話でのエントリー方法 
� ネット環境が使用できない場合は電話での代行エントリーが可能です。 
� 電話番号：0570-015381	 デジエントリー受付電話（平日 10時～１７時） 

エントリーに関するお問合せ 
『中部スノーボード協会』 
� ＴＥＬ：076-483-2270（平日 12:00～17:00）	 	 	 ＦＡＸ：076-483-2280 
� Ｅ-mail	 ：csba@eos.ocn.ne.jp  ＵＲＬ：http://www.csba.jpn.org 

【デジエントリー】QR コード 
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デジエントリー入力に関するお問合わせ 
『デジサーフ（デジエントリー）』 
� ＴＥＬ：0570-015381（平日 10:00～17:00） https://blog.dgent.jp/inq2/ex_inquiry_form.php  

【 中部地区競技登録者 】 

参加資格： 
①	 中部地区の 2014年度ＪＳＢＡ競技登録者 
②	 中部地区公認チーム登録者 
③	 公式用品委員会	 認定用具使用者（JSBA YEAR BOOK 2014、98ページを御参照下さい） 

エントリー料金： 
� 一般、シニア１、シニア２、シニアメンクラス ８，０００円 

� ユース、ジュニアクラス ４，０００円 ※HP のみ合同大会の為 ５，０００円 

 

＊	 一度受理したエントリー料は如何なる理由があっても一切返金は致しません。 やむを得
ず悪天候等で中止になった場合も同様ですのでご了承下さい。	 

エントリー期間： 
全種目	 2014 年 12 月１日（月）～2015 年 1 月 18 日（日）まで	  
※HP は合同大会の為(CEN	 MIX	 UP)1 月 25 日(日)まで 

 

【 他地区の競技登録者 】 

参加資格： 
①	 中部地区以外のＪＳＢＡ競技登録者（一般男女カテゴリーのみ） 
②	 公式用品委員会	 認定用具使用者（JSBA YEAR BOOK 2014、98ページを御参照下さい） 

 

＊中部地区以外のＪＳＢＡ競技登録者の募集です。中部地区登録者のエントリーを優先します。ただし、全日

本選手権の出場権の獲得はできません。ハーフパイプに関しては合同大会のため、東海地区・西日本地区

の登録者は他地区者扱いとは異なりますので、ホームページや Facebook、デジエントリーサイトでご確認下さ

い。 

エントリー料金： 
� １０，０００円 

＊	 一度受理したエントリー料は如何なる理由があっても一切返金は致しません。 やむを得
ず悪天候等で中止になった場合も同様ですのでご了承下さい。	 

エントリー期間： 
全種目	 2014 年 12 月１日（月）～2015 年 1 月 18 日（日）まで 

※HP は合同大会の為(CEN	 MIX	 UP)	 1 月 25 日(日)まで 
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 仮エントリー方法 

1. インターネット（デジエントリーサイト）でエントリーをします。 
2. エントリー数が定員数を上回る場合については、申込み先着順で参加者を決定します。 

第 33 回中部地区大会定員数： 
 

 

 

 

 

 
 
 
ハーフパイプは第 31 回大会より「CEN MIXUP」（Csba・Esba・Nsba 合同 HP 大会）として生まれ変わりました。

Vol.1、Vol.２の 2 会場からエントリーできます。（＊詳細は CSBA ホームページ、Facebook でご覧ください） 

 

 

 

 

2. 競技方法 	  
� 日本スノーボード協会『スノーボード競技規則	 最新版』に則ります。 
� 天候やコンディション等により、大会日、会場、コース、内容などを変更する場合もあります

ので、ご了承下さい。 

3. 賞典	 	  
� 全種目共通	 	  一般:男子：	  1位～6位 
� その他のカテゴリー：	 1位～3位	 予定 

4. 現地大会事務局	 	  
〈大会期間中のお問い合わせについて〉CSBA大会事務局 携帯番号	 ０９０－５７８７－２５２２ 

� X-JAM高井富士：旧みそいち 
� よませ温泉スキー場：ビッグベアー下部	 計測小屋 
� やまびこの丘スキー場：旧リフト券売り場 

5. 傷害保険の加入について	 	 	 	 	 	  
� ＪＳＢＡ競技規則により、競技参加者の傷害保険への加入が義務付けられています。 

� エントリー入力時に傷害保険の欄が無入力の場合はエントリー手続きが完了できません。 

6. 使用道具について	 	 	 	 	 	 	 	  
� ボード、バインディング、ブーツは JSBA 日本スノーボード協会公式用品を用いて下さい。 

� リーシュコード（流れ止め）は必ず着用して下さい。 

� GS,SX 競技においての公開練習及び競技中はセイフティーヘルメットを着用して下さい。 

種 目 定 員 数 

スロープスタイル 一般男女合計 １２０名 

ジャイアントスラローム 一般男女合計 １５０名 

デュアルスラローム 一般男女合計 １５０名 

スノーボードクロス 一般男子１２８名、一般女子６４名 

＊一般男女以外カテゴリーの定員数は設けません 

種 目 定 員 数 

ハーフパイプ 各日 １２０名 
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� 尚、ユース登録者（対象年齢者を含む）は全ての種目、カテゴリーにおいてセイフティーヘルメットを

着用して下さい。 

7. TCミーティングとは	 	 	 	 	 	  
� チームキャプテンミーティングの略で、JSBA 競技規則により各種目前日に競技説明、ルールの確認、

ビブ配布、その他の連絡事項についてチームキャプテン及びジュリーメンバーが行なう会議です。 

� 競技当日のビブ配布は致しませんので、エントリー選手のいるチームキャプテンまたは代理の方は

参加が義務づけられています。 

� 他地区選手は任意でのＴＣミーティングへの参加となり、ビブ受渡し等は大会事務局で行います。 

8. 選手のリフト券について 	  
� 特別選手割引は、ございません。  

9. 選手の宿泊について	 	  
   ・   選手及び応援者特別価格のご案内 （ご予約や料金については直接お問合せ下さい。） 
 
「ホテル明幸」	 TEL	  0269-33-1171（場所：よませ温泉）http://hotel-meiko.jp/ 
	 	 	 	 	 	 １泊２食 7000円～（入湯税 150円別途） 
「ゆうリゾートホテル」	 TEL	 0269-33-7373（場所：X-JAM） 
 １泊２食 7000円～（入湯税 150円別途） 
「ホッサムイン北志賀」TEL	 0269-33-6686（場所：X-JAM） 
 １泊２食 6000円～ 
「シューネスベルク」	 TEL	  0269-82-4600（場所：やまびこの丘：SX大会時のみの特別価格） 
	 	 	 	 	 	 1泊 2食 6800円～（入湯税 150円別途） 
 

10. 各種目のスタートリスト及びシード方法について 	  
� 各種目のスタートリストは毎週更新される JSBAウィークリーランキングの最新版に基づき、
ランキング上位者を優位にして作成します。但しシ―ド選手を最優先致します。 

� シード順位は、他地区選手を除いた順位です。（HP,SX,SS：前年度のシードはありません。） 
 

GS／DU 
一般男子 第 1 シード 前年度地区大会  1 位～8 位  

一般女子 第 1 シード 前年度地区大会  1 位～3 位  

＊シ―ド選手の出走順は大会事務局で事前にコンピュタードローを致します。 
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11. 中部地区大会「シード選手一覧」・カテゴリーについて 	  
DU 一般男子  GS 一般男子 

   

松本 隆 マツモト タカシ  松本 隆 マツモト タカシ 

宮澤 拓臣 ミヤザワ タクミ  屋田 翔太 ヤダ ショウタ 

屋田 翔太 ヤダ ショウタ  古市 直樹 フルイチ ナオキ 

古市 直樹 フルイチ ナオキ  戸田 大也 トダ ヒロヤ 

河田 良夫 カワタ ヨシオ  鈴木 湧也 スズキ ユウヤ 

鈴木 湧也 スズキ ユウヤ  高原 宜希 タカハラ ヨシキ 

角田	 翔 カクタ	 ショウ  宮澤 拓臣 ミヤザワ タクミ 

高原 宜希 タカハラ ヨシキ  谷口 邦晴	 タニグチ クニハル	 
 

DU 一般女子  GS 一般女子 

   

松沢 美甫 マツザワ ミホ  松沢 美甫 マツザワ ミホ 

越 杏子 コシ キョウコ  三好 和美 ミヨシ カズミ 

渡辺 久美子 ワタナベ	 クミコ  越 杏子 コシ キョウコ 

       

 
 

種目 カテゴリー 

ハーフパイプ ユース（男子/女子）・ジュニア（男子/女子）・一般（男子/女子）・シニアメン（男子/女子） 

スロープスタイル ジュニア（男子/女子）・一般（男子/女子） 

スノーボードクロス ジュニア（男子/女子）・一般（男子/女子）・シニアメン（男子） 

ジャイアントスラローム 
ユース（男子/女子）・ジュニア（男子/女子）・一般（男子/女子）・ 

シニア１（男子）・シニア２（男子）・シニア（女子） 

デュアルスラローム 
ユース（男子/女子）・ジュニア（男子/女子）・一般（男子/女子）・ 

シニア１（男子）・シニア２（男子）・シニア（女子） 

 

� ジュニア若くはユース登録されている方の一般へのカテゴリーエントリーは可能ですが、一般登

録されている方のジュニア若くはユース カテゴリーへのエントリーは不可能です。 
� ユース登録されている方のジュニアへのエントリーは可能です。 
� シニア１、シニア２ 若くは シニアメン に登録されている方の 一般カテゴリーへのエントリー
は可能です。 

� シニア２の方が、シニア１へのエントリーは可能ですが、シニア１の方が、シニア２へのエント

リーは不可能です。 
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12. 「種目別チーム対抗戦」について 	  
� 中部地区大会では「種目別チーム対抗戦」を実施しております。種目ごとに、チーム優勝を決定します。

各種目、カテゴリーごとに POINT を算出しチーム内で高ポイント 5 名の合計で競います。 

  カテゴリー   対象者    カテゴリー   対象者  POINT 

AP ユース 男子 1-3 位  SS ジュニア 男子 1-3 位     

（GS）   女子 1-2 位      女子 1-2 位  一般男子 

（DU) ジュニア 男子 1-3 位    一般 男子 1-8 位  1 位 8 point 

共通   女子 1-2 位    一般 女子 1-5 位  2 位 7 point 

  シニア 1・2 男子 1-5 位       3 位 6 point 

    女子 1-2 位       4 位 5 point 

  一般 男子 1-8 位    カテゴリー   対象者  5 位 4 point 

  一般 女子 1-5 位  HP ユース 男子 1-3 位  6 位 3 point 

         女子 1-2 位  7 位 2 point 

  カテゴリー   対象者    ジュニア 男子 1-3 位  8 位 1 point 

SX ジュニア 男子 1-3 位      女子 1-2 位  一般女子・AL シニア 

    女子 1-2 位    シニアメン 男子 1-3 位  1 位 5 point 

  シニアメン 男子 1-3 位      女子 1-2 位  2 位 4 point 

  一般 男子 1-8 位    一般 男子 1-8 位  3 位 3 point 

  一般 女子 1-5 位    一般 女子 1-5 位  4 位 2 point 

          5 位 1 point 

          Yth.Jr.S.SM 男子 

          1 位 3 point 

          2 位 2 point 

          3 位 1 point 

          Yth.Jr.S.SM 女子 

          1 位 2 point 

          2 位 1 point 

13. 個人情報保護について 	  
� 日本スノーボード協会および中部スノーボード協会は、個人情報保護法を遵守し、競技会参加者の氏

名、電話番号、E メールアドレス等個人を特定することのできる情報を適正に取り扱います。取得した個

人情報を、競技会参加者ご本人の同意なくして利用目的の範囲を超えて利用することはございません。 

� 第三者が参加者の個人情報に不当に触れないよう、合理的な範囲内で厳重に個人情報を保管致しま

す。但し業務の一部を協力会社に委託する場合があります。その場合、委託する会社に対して、厳重な

個人情報管理を求めた上で個人情報を提供させていただきます。競技会参加者ご本人の了承なく、個

人情報を第三者に開示いたしません。エントリーいただいた参加者の個人情報の照会をご希望になられ

る場合は日本スノーボード協会または中部スノーボード協会へご連絡をお願いします。 

 

14. 学生の出場選手へ 	  
全日本スノーボード選手権中部地区大会は、大会出場証明書の発行が可能です。 

ご希望の方は、JSBA日本スノーボード協会(TEL：03-5458-2661)へお問合わせ下さい。 
 



	 	  

7 
 

 

 

15. 種目ごとの注意内容 	  

SX（スノーボードクロス）種目について 	  
� 順位決定戦については一般男子 12位、一般女子 8位まで行う予定です。 

GS,DU（アルパイン）種目について 	  
・	 アルパイン男子４５歳以上は、シニア２というカテゴリーが設置されていますので、エントリ

ー時に自己申請をしてださい。 
・	 DU競技のユースカテゴリーは２本の合計タイムにより競います。 
・	 DU競技のノックダウンは４名以上の予選参加者がいない場合は行いません。 
・	 悪天候や設備の不具合等により競技時間の短縮が必要な場合は、選手の安全面を考慮し大幅な

足切りを行います。 

HP（ハーフパイプ）種目について 	  
・	 予選以降は 3審 3採のオーバーオールジャッジの予定です。	  

SS（スロープスタイル）種目について 	  
・	 予選以降は４審４採のオーバーオールジャッジの予定です。	 

16. 選手への連絡方法 	  
・	 エントリー完了後の選手への大会情報の連絡は、チームキャプテンへのメールまたは選手個人へのメ

ール連絡となります。パソコンメールを受信拒否されている方は解除してください。 

・	 大会期間中の連絡は大会事務局前の公式掲示板をご覧ください。 

・	 大会に関して各スノーリゾートへのお問合わせはご遠慮下さい。   
〈大会期間中のお問い合わせについて〉CSBA大会事務局 携帯番号	 ０９０－５７８７－２５２２ 
 

17. 全日本選手権について 	  

①	 中部地区代表・全日本選手権出場枠 	  
� 第 33回全日本スノーボード選手権大会への出場枠は、現時点では確定しておりません。 
� 全日本の選考方法は地区大会競技において各種目、各カテゴリーの中部地区競技登録者のみ成
績上位者からの優先選抜となります。 
� 各種目ともリザルト同順位により全日本選手権の進出者が決まらない場合は最新の JSBAウ
ィークリーランキングの上位者を優先します。 

� 悪天候等により地区大会が成立しなかった場合 
� 競技日時点で最新の JSBAウィークリーランキングにて各種目、各カテゴリーの中部地区競技

登録者のみ「中部大会地区代表の順位」を付与します。（全日本大会のシードに起因するため） 

� 大会が成立した時点までの成績を順位とします。同タイ（タイム、順位）がいた場合は JSBAウィー

クリーランキングにて順位を決定いたします。 
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・地区大会までの公認大会は JSBAのホームページでご確認下さい。 
 

http://www.jsba.or.jp/taikai/calendar.html 
 

＊	 尚、JSBA 最新ウィークリーランキングは毎週金曜日の朝に更新されますので、直前に開催され

る G2 大会（6th CSBA on SNOWFESTA : CSBA 主催）の成績は反映されません。 

＊	 万が一、悪天候により中部地区大会が成立しなかった場合には、G2 大会（6th CSBA on 

SNOWFESTA : CSBA 主催）の成績でのポイントを付与します。その場合、集計に時間を要す

る場合がございますので、予めご了承下さい。 

＊	 ポイントの集計は、その選手の同種目における、全てのリザルトの内、獲得ポイントの高い 3 つ

の競技会のポイントを合計します。 

※SXは、昨年度中止になりましたので 2月 28日(土)にニュー・グリーンピア津南にて予備日を設けます。 
 

②	 全日本選手権日程 	  
� 3月 10日（火）～3月 20日（金）	 DU・GS ダイナランド 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 SX・HP 高鷲スノーパーク   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     SS      鷲ヶ岳スキー場  

 

③	 全日本選手権のエントリー手続き 	  
� 全日本選手権のエントリー方法は、下記の２パターンあります。 

A) デジエントリーによるエントリー。（エントリー費はコンビニ決済となります） 

B) 後日ＣＳＢＡ事務局までエントリー用紙を郵送 

※	 但し、表彰式終了後にもエントリーの申込を現地大会事務局で受付をする予定です。エン

トリー費については後日、JSBA本部への振込みとなります。 
※	 シード者や辞退者による全日本枠の繰上げが予想されますので、成績上位者は表彰式終了

後、しばらく待機をしてください。 
 

「第 33回中部地区大会」代表としての順位付与 

全日本出場枠は「JSBA最新ポイントで決定」 

全日本大会シードの為の措置 

悪天候により成立しなかった場合 

「第 33回中部地区大会の成績」
としての順位はありません。 
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18. G2大会等のお知らせ 	  
� 大会名称 【6th CSBA on SNOWFESTA】 

� 主催【CSBA 競技部】 

� ワンコインスラローム練習会     1 月 31 日(土)～2 月 1 日(日)【よませ温泉スキー場】 

� デュアルスラローム（プロアマオープン）  

2 月 6 日（金）  【よませ温泉スキー場】 

� スロープスタイルユーストライアウト 2 月 9 日（月）  【X-JAM 高井富士】 

� スロープスタイル（G2/学生）     2 月 10 日（火） 【X-JAM 高井富士】 

� スロープスタイル（プロツアー）    2 月 12 日（木） 【X-JAM 高井富士】 

� ハーフパイプ（G2/学生）       2 月 13 日（金） 【X-JAM 高井富士】 

� ストレートジャンプ （エキシビジョン） 2 月 15 日（日） 【X-JAM 高井富士】 

� レイル／ボックス(エキシビジョン)   2 月 15 日（日） 【X-JAM 高井富士】 

� ワンコインスノーボードクロス練習会 2 月 15 日（日） 【やまびこの丘スキー場】 

� スノーボードクロス （G2/学生）    2 月 21 日（土） 【やまびこの丘スキー場】 

 

 

＊	 第 33 回中部地区大会と同会場でＧ２大会を開催します。 

＊	 9 日(月)のユーストライアウト通過者は、10 日(火)の G2、11 日(水)の地区大会にエントリー出来ます。 

＊	 「ストレートジャンプ」・「レイル／ボックス」はエキシビションとなります。 

＊	 エントリー方法：デジエントリーからエントリーをお願します。 

＊	 詳細はＣＳＢＡのホームページをご覧ください。（12 月上旬にアップ） 

＊	 最新情報は、メルマガでも発信予定（12 月より配信予定） 
 

 

 

中部スノーボード協会からのお願い	 

	 
� 2011 年 3 月 11 日に発生いたしました東日本大震災の被害に遭われた皆さま、関係者の方におかれまし

ては心よりお見舞いを申し上げるとともに、1 日も早い復旧をお祈り申し上げます。 

� 中部スノーボード協会は被災地に対して、この災害を風化させず、各行事の際にも、義援金・救援物資

を募っております。ぜひ、御協力ください。 

� なお、今まで募金活動実績に関して、CSBA ホームページ、Facebook でご報告しております。ぜひご覧く

ださい。 

以上 

 

 
「いいね！」をクリック！ 
最新情報が届きます。 


