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２０１４年度中部スノーボード協会 チーム登録のご案内 

2014 年 10 月吉日 

 中部スノーボード協会 競技部 

 

日頃は中部スノーボード協会にご協力頂きまして、ありがとうございます。 

さて、2014 年度中部地区大会の概要が決まりましたので、今年度のチーム登録についてご案内を致します。

チーム登録はデジエントリーより簡単に登録できるようになりました。また、今後のチームキャプテン様への

ご連絡は主にＥ-mail で行い、迅速で確実な情報伝達を行えるように致します。 

また、Facebook でも情報更新しています。チームキャプテン様はもちろんチーム員のみなさまも「いいね！」

をしていただき、積極的に情報収集をおねがいしたいと思います。 

今年度も御チームの登録をお待ちしております。 

 

 

第 33 回全日本選手権中部地区大会  & 6th CSBA on SNOWFESTA 概要 
 

【開催日程】  2 月 6日（金）   ﾌﾟﾛｱﾏｵｰﾌﾟﾝ DU      よませ温泉 

                 7 日（土）   地区大会/学生 DU          〃 

8 日（日）   地区大会/学生 GS        〃 

10 日（火）   G2/学生 SS        X-JAM 高井富士 

11 日（水・祝） 地区大会 SS             〃 

12 日（木）   ﾌﾟﾛﾂｱｰ SS  NEW!           〃 

13 日（金）      G2/学生 HP             〃 

14 日（土）   CEN MIX UP vol.2            〃           

15 日（日）   HP ｴｷｼﾋﾞｼﾞｮﾝ SJ/JIB         〃 

21 日（土）      G2/学生 SX       やまびこの丘 

22 日（日）   地区大会 SX         〃 

 

【開催地詳細】 X-JAM 高井富士 

         〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町北志賀高原 12713 

http://www.x-jam.jp/index.html 

よませ温泉スキー場 

〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬 7078 

 http://www.yomase-onsen.jp/index.html 

やまびこの丘スキー場 

〒389-2303 長野県下高井郡木島平村大字上木島 

          http://www.mtkosha.jp/yamabiko/index.html 

 

 

１） 2014 年度チーム登録方法について 

 
・中部地区大会への出場には中部地区登録の JSBA 会員で競技者登録と中部スノーボード協会が公認するチ

ームへの登録が必要となります。 

・インターネットエントリーサイト（デジエントリー）でのチーム登録となります。 

＊ネット環境がない場合は、電話でのエントリー代行も可能となります。 

Tel：0570-015381（平日 10:00～17:00） 

 

期間：11 月 1日（土） ～ 12 月 7 日（日） 

 

更新チーム登録料 

通常チーム     ５，０００円 

新規チーム登録料 

通常チーム    １０，０００円 
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２） 2014 年度チーム登録方法手順 

 

① デジエントリーにアクセスする。http://dgent.jp（アドレスはパソコン、携帯電話とも同様） 

② デジエントリーの会員登録を行う。 

③ 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を選びチーム登録を選択する。 

④ 更新チームの場合→チーム名を選択する。  新規チームの場合→新規を選択する。 

⑤ 必須事項を入力・修正し、ご利用のコンビニを選択しコンビニ各社の支払い方法により、お支払い。

入金確認でき次第、ID が発行されます。これでチーム登録完了となります。ID はチームメンバー登

録時に必要になりますので記録をして下さい。 

⑥ 登録したチーム名を選択し、『メンバー登録』ボタンを押して下さい。 

⑦ ログイン画像が表示されますのでチーム登録時に使用したログイン ID でログインして下さい。 

⑧ メンバー登録ページが表示されますので、チーム員の JSBA 会員番号と名前の姓をフリガナで入力し

て登録して下さい。 

注意：チームキャプテンは、JSBA 会員に限ります。 

チームメンバー登録は、チーム登録を行ったチームキャプテンが行って下さい。 

 

３） TC(チームキャプテン)の任務 

 
① チーム登録やエントリーの取りまとめを行ってください。 

② 協会や大会本部からの連絡事項をチームメンバーに伝達下さい。 

③ 競技前日の TC ミーティングに参加願います。 

④ 大会期間中はチームメンバーへの情報伝達、ケガ等のトラブルに対処願います。 

⑤ チームメンバーへのビブ配布、返却を確実に行って下さい。 

⑥ 地区大会終了後、TCアンケートを提出して下さい。 

 

４） チーム登録の注意事項 

 
① 1 チーム 1名以上(競技者登録者の JSBA 中部地区会員のみ)の登録で結成できます。 

② チーム名の字数は 20字以内に設定して下さい。 

③「チーム CSBA AP」「チーム CSBA FS」のように、AP と FS を別々に登録する場合、別々のチーム扱い

となります。 

④ チーム登録をし、チームメンバー登録をしていただかないと、地区大会のエントリーは出来ません。 

⑤ チーム登録後のチームメンバーの追加・変更については随時可能です。その場合は、追加・変更等さ

れるメンバーの会員番号・氏名を、デジエントリーサイトで入力をお願いいたします。    

⑥ 同一会員が複数のチームへの登録や、他地区のチームへの登録は出来ません。                                                 

⑦ 協会とチーム間との連絡を E-mail で行います。登録時にはチーム代表者のメールアドレスを必ずご

登録下さい。（環境が整わないチームはお申し出下さい。） 

⑧ チームメンバーが 2014 年度会員更新・競技者登録をされていない場合は、チームメンバー登録して

いてもエントリーは出来ません。 
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中部地区のエントリーについて 
 

【地区大会エントリーまでのタイムスケジュール】 

  11 月 12 月 1 月   

  上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬   

 

 
 

 
         

             

             

             

       

      

      

      

      

      

  
 

 
 

          

※注  10/31 を過ぎますと競技者登録費が￥10,000 になりますのでご注意ください。 

競技者登録については、JSBA YEAR BOOK 2014 の 117 ページをご参照下さい。 
 

 

エントリー方法 

一般男女カテゴリーは他地区登録者も参加可能となりますが、中部地区登録者は優先的に受付を行います。 

  ＊既定の定員を超える申し込みがあった場合は、他地区登録者のエントリーは申込み順により決定します。 

 

方法：インターネットエントリーサイト（デジエントリー）でのエントリーになります。 

   ネット環境がない場合は電話でのエントリー代行も可能となります。  

Tel：0570-015381（平日 10:00～17:00） 
 

期間：12 月 1日（月） ～ 1月 18 日（日）全種目 

             
 

エントリー料金 

中部地区登録者：全種目 ジュニア・ユース  ４、０００円 

                      ※HP は合同大会のため、５、０００円 

その他のカテゴリー ８、０００円 

 

他地区登録者：全種目 １０、０００円 

      ※注 東海地区・西日本地区登録選手のハーフパイプエントリー料金が異なります。 

             詳細は決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。 
 

補足説明 
○ 全日本進出者の決定はリザルト上位から中部登録者のみを選出します。辞退者による繰上げは行います。 

○ 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 ツアーランキン

グの上位者を優先します。それでも決まらない場合は抽選となる場合がございます。 

○ 中部地区登録者は他地区の地区大会への一般男女カテゴリーに参加することが出来ます。但し地区によっ

てシステムが違いますのでご注意下さい。 

○ 他地区登録者はチーム登録制ではないので、中部役員がビブ受け渡し、選手のケアに勤めます。        

                            

 

   
  

１０/３１  
競技者登録締切  

１２/７  
チーム登録締切  

１１/１～  
競技者遅延登録可能 
        ※注 

全種目 １/１９(日)  
エントリー締切り 

１１/１～ 

デジエントリーにて、

チーム登録開始 

1２/１～  
エントリー開始 
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 ☆チーム登録及びチームメンバー登録の入力に関するお問合わせ先☆ 

『デジサーフ（デジエントリー）』 
ＴＥＬ：0570-015381（平日 10:00～17:00）  

Ｅ-mail ： info@dgent.jp  
ＵＲＬ ： http://dgent.jp 

 

   
 

 

 

 

☆チーム登録に関する問い合わせ先☆ 
 

CSBA 中部スノーボード協会 
〒930-1314 富山県富山市三室荒屋 180 

TEL：076-483-2270  FAX：076-483-2280 

E-mail：csba＠eos.ocn.ne.jp 

＊決定事項や変更のご連絡は、メールにて配信させていただきます＊ 

      http://www.csba.jpn.org 


