第 10 回全日本スノ－シュ－イング･レース・グランプリシリーズ [２０１７]

第２回 全日本山岳スノ－シュ－イング･レース in 日光
実施要綱
【主催】日本スノ－シュ－イング連盟 （以下連盟）
【公認】国際スノーシューイング連盟
【後援】日光市、日光市教育委員会、日光市観光協会（以上予定）
【協力】日光アストリアホテル
【協賛】㈱ゴ－ルドウイン(THE NORTHFACE)、サロモン、㈱K2
ジャパン(TUBBS) 、㈱コロンビアスポ－ツウェアジャパン、カ
シオ計算機㈱(フィズ)、㈱ソ－ズカンパニ－(ゴ－ライト)、㈱ア－
トスポ－ツ OD BOX、㈱ICI 石井スポ－ツ、トレ－ルマウンテ
ン、
（株）モンベル(ATLAS)、㈱モチヅキ(MSR)、㈱ユニバ－サ
ルトレ－ディング(GV)、㈱マムートジャパン(MAMMUT)、㈱ワ
コール(CWX)、㈱A&F(VASQUE)、エアモンテ㈱(Montura) 、
他 (順不同、変更追加有り)
【開催日】2017 年 3 月 11 日(土)～12 日(日)
（11 日：講習会・ウォークイベント等、12 日：本レース）
【レース会場】日光アストリアホテル・クロスカントリ
ースキーコース及び山王林道周辺
【競技種目】① 5Km 男女 ② 15Km 男女
【表彰】国際標準ｴｲｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟに基き表彰。(記録証は後日郵送）
① 5km はFull Open(全年齢)クラス3 位まで。
② 15km はJunior (19 歳まで)、Open (20 から39 歳まで)、
Masters (40 から49 歳まで)、
Seniors (50 から59 歳まで)、
Veterans (60 歳以上)、Full Open の6 クラス各3 位まで
【プレイベント】11 日(土)：ｽﾉｰｼｭｰ技術講習会／新モデル
試乗会／ｺｰｽ試走／“ｽﾉｰｼｭｰｲﾝｸﾞ･ｳｫｰｸ[2017]in 日光“
【レース参加費】15km 9,000円、5km 6,000円 (昼食代、保険料込)
【スノ－シュ－レンタル代】1,000 円／日（2 日間の方は 2000 円）
【ウォーク参加費】4､500 円、高校生以下 3,600 円（11 日午後
実施するｶﾞｲﾄﾞ付雪上自然観察 ｳｫｰｸ“ｽﾉｰｼｭｰｲﾝｸﾞ･ｳｫｰｸ
[2017]in 日光“
（戦場ヶ原コース）
。催行 5 名以上。
レースに参加しなくても、ウォークのみでも参加できます。
）
【技術講習会】2,000 円 (11 日午後実施／講習兼実地練習)
【昼食】3 月 12 日 12：30～14：30 カレーライス（お代り可）
食事券を受付でお渡し(要予約）
。選手は無料。同行者＠800 円。
【温泉入浴】3 月 12 日 12：30～16：30 選手、同行者＠500 円の
入浴券を受付で発行（予約不要）
。
【その他】内容については、状況により
変更が出る場合がある。 最新情報は、
グランプリシリーズ FB ページを参照。
<https://www.facebook.com/snowshoeingrace>
【参加資格】■ 全レース： 自力で制限時間内に完走する自信があ
り、且つアクシデントに対し自己責任の負える中学生以上の者。
及び、保護者が伴走し、完走できる小学生。未成年者は保護者の
承諾を得ている者。■ウォーク：健康な小学4 年生以上の者。
【グランプリチャンピオン】本大会は全日本グランプリシリーズの公
認加盟大会。全 3 加盟大会の対象種目に参戦した選手の中から、
「全日本グランプリシリーズ運営規定」に則って、日本スノーシ
ューイング連盟がグランプリチャンピオンを選出、表彰する。
【グランプリ対象種目】白山／妙高／日光各大会：15km (Full Open)
【各大会単一参加】単一大会、２大会、ウォークのみの参加も可能。
【日程】3 月 11 日（土） 11:30 ～16:00 前日受付
13:30～
技術講習会 (試乗会、試走を含む)
13:30～16:00 “ｽﾉｰｼｭｰｲﾝｸﾞ･ｳｫｰｸ[2017]in 日光“
3 月 12 日（日）08:00～10:30当日受付(日帰参加者)
10:45 スタ－ト地点集合、コース説明、最終コ－ル
11:00 15K レ－ス・スタ－ト 14:00 15K レ－ス打切り
11:30 5K レ－ス・スタ－ト 13:30 5K レ－ス打切り
14:00 表彰式開始 15:00 表彰式終了・閉会
【申込方法】単一大会、複数大会、ウォーク参加、いずれの場合も、

下記のいずれかの方法にて申込期限迄に必着で下記事務局に申込。
① 参加申込書に参加費、宿泊費、レンタル料等を添えて現金書
留で連盟へ送付。申込書は次のグランプリシリーズFB ペー
ジからダウンロードするか、連盟に請求。
https://www.facebook.com/snowshoeingrace
②
連盟Web サイトから《推奨》
、又はファクスで下記事務局
へ申込後、上記費用を金融機関３営業日以内に振込。
振込先： りそな銀行 府中中河原支店
普通預金口座 1168418 『日本スノ－シュ－イング連盟』
③ 次のWeb サイトからも申し込むことが可能。
SPORTS ENTRY http://www.sportsentry.ne.jp
NET－RUNTES
http://www.runnet.jp
【申込受付開始日】2016 年10 月15 日(土)
【申込受付期限】 2017 年01 月29 日(日)
間に合わない場合、15K 11,000 円、5K 7,500 円、デイツアー 5,500
円の割増料金で2 月19 日(日)まで受付けます。
【参加証発送予定】2 月28 日(火)（詳細スケジュール、宿名等を含む）
【シリーズ事務局・統一申込先】日本スノ－シュ－イング連盟
〒791－8016 松山市久万ノ台 594－3
TEL 089-916-6041 FAX 089-925-6388
URL https://www.facebook.com/snowshoeingrace
E－Mail contact@chikyunetwork.org
【諸規定】本大会は、連盟 Web サイトに掲載される最新のシリ－ズ
実施要綱、本大会実施要綱、日本スノ－シュ－イング・レ－ス規則、
全日本グランプリシリ－ズ運営規定、及び連盟、本大会主催・主管
団体が定めるその他の規定、規則、要綱、細則に則って行う。
【持ち物】他加盟大会要綱に準じる。
【交通・アクセス・宿泊】
＊冬期は駐車場の除雪スペースが少ないので、なるべく電車と東武
バス利用が望ましい。
＊できるだけ前泊を推奨する。前泊参加者は余裕のある前日に受付
できるが、当日電車バス利用の場合は 9：51 光徳温泉（アストリア
ホテル前）着に限られ、受付締め切りが10：30 と時間的にタイト。
■日光アストリアホテル前泊参加者の交通アクセス
・マイカー利用者 ： 同ホテル宿泊者は専用駐車場に駐車できる。
・電車⇒東武バス利用者 ： 日光駅発 15：35（光徳温泉着 16：
46）までのバスは光徳温泉（アストリアホテル前）に停車する。そ
れ以降のバスは光徳温泉を経由しないので光徳入口バス停で下車。
（ホテルのバスが迎えにくるので各自でホテルに依頼。
）
■日帰り参加者の交通アクセス
・マイカー利用者 ： 光徳公共駐車場（アストリアホテルの先に
ある）に駐車し、アストリアホテルまで徒歩1 分。
・電車⇒東武バス利用者 ： JR 日光駅発8：40⇒東武日光駅発8：
43⇒光徳温泉（アストリアホテル前）着9：51（浅草発6：20 東武
快速およびJR 東京発6：20／6：40 東北新幹線やまびこ―日光線8：
25 日光着に接続）
＊これより１本早いバス（JR 日光駅発 7:50⇒東武日光駅発 7:53⇒
光徳入口8:00 頃着）は光徳温泉を経由しないので光徳入口バス停で
下車する。その場合、光徳入口バス停までアストリアホテルのバス
が迎えにくる。
（ただし、事前連絡を要す）
＊スノーシューをむき出しで持ってくると路線バスに乗せてもらえ
ないことがあるから注意のこと。
参考；日光駅から光徳温泉までのバス料金1650 円、東武浅草から東
武日光までの電車賃1360 円、フリーパスを買うと電車・バス往復全
て込みで4150 円。奥日光地区宿泊者は宿に依頼すれば東武日光駅で
特別チケット（バス代が湯元まで往復1500 円）が買える。
■日光アストリアホテルへの宿泊は連盟が受付。3/11（土）泊=２食
付12,000 円（1 室2 名）
、２食付11,000 円（1 室3，4 名）
■湯元温泉等の宿泊は各自で手配し、交通手段も宿と相談すること。

