第９回全日本スノ－シュ－イング･レース・グランプリシリーズ [２０１６]

第 1８回全日本山岳スノ－シュ－イング･レ－ス in 妙高
実施要綱
【公認】日本スノ－シュ－イング連盟 （以下連盟）
【主催・主管】池の平ｽﾉｰｼｭｲﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ協会/池の平温泉観光協会
【後援】国際スノーシューイング連盟
【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)、大塚製
薬㈱(SOY JOY、AMINO－VALUE)、㈱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(GREGORY,VASQUE)、エアモンテ㈱(Montura) 、他
(順不同、変更追加有り)
【開催日】2016 年 2 月 20 日(土)～21 日(日)
※20 日：講習会・ツアーイベント等／21 日：本レース
【開催場所・協力】新潟県妙高市妙高高原ゴルフ倶楽部
【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】20 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／ﾃﾞｲﾂｱｰ／ｶｰﾎﾞﾊﾟｰﾃｨｰ(夕食懇親会)
【参加費】15km 9,000円、5km 6,000円 (当日軽昼食、保険料込み)
【宿泊費(希望者)】1 泊2 食付 8,300 円 (夕食は合同ｶｰﾎﾞﾊﾟｰﾃｨ)
応援者同額。小学生以下は2 食付5,700 円、無2,600 円
＊宿泊なしで、21 日日帰りでも参加できるが、ご協力頂いてる
地元の活性化のため、極力宿泊していただければ幸甚。
【スノ－シュ－レンタル】1,000 円／日
【デイツアー】2 月 20 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[2016]in 妙高“。詳細下記。
【ｽﾉｰｼｭｰ技術講習会】無料 (20 日午後実施／講習兼実地練習)
【追加宿泊】2 月 20 日の前後に宿泊する場合：１泊 2 食付き
7,800 円 (税込)／小学生以下は 2 食付 5,200 円、無 2,600 円
【追加宿泊特典】ｽﾉｰｼｭｰ／ｽｷｰﾚﾝﾀﾙ料､ﾘﾌﾄ券の特別割引､ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｻ
ｰﾋﾞｽ等の特典を地元が準備。
【交通】東京から乗合の夜行スキーバスをご利用の方は
http://www.ikenotaira.net を参照ください。JR ご利用の方
は、東京方面長野、金沢方面上越妙高駅下車・しなの鉄道・
トキ鉄いずれも終点妙高高原駅下車、駅からの送迎あり。
【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、連盟 Web サイト<http://chikyunetwork.org>
及び < https://www.facebook.com/snowshoeingrace >を参照。
【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。■ デイツアー：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／日光大会：15km (Full Open)
【各大会単一参加】シリ－ズに参加しなくとも参加できる。
【日程】2 月 20 日（土） 11:00 受付開始 16:30 受付終了
13:00～ スノーシュー技術講習会、最新スノーシュー試乗会
コース試走、デイツアー
17:30～19:30 開会式、カーボパーティー
2 月 21 日（日）長距離種目 ① 5Km 男女 ② 15Km 男女

08:00～09:00 当日受付 (日帰り参加の方々が対象)
09:30 15K スタ－ト地点集合、装備チェック、最終コ－ル
10:00 15K レ－ス・スタ－
10:00 5K スタ－ト地点集合、装備チェック、最終コ－ル
10:30 5K レ－ス・スタ－ト
13:00 15K/5K 共にレ－ス打切り(制限時間3 時間/2 時間半)
13:00 表彰式 14:00 閉会
【申込方法】単一大会、複数大会参加、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宛に申込。
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。申込書は次の連盟 Web サイトからダウン
ロードするか、連盟に請求。http://www.chikyunetwork.org
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】2015 年10 月15 日(木) ～ 2016 年01 月31 日(日)
【参加証発送予定】2 月12 日(金)（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 http://www.chikyunetwork.org
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】
●スノ－シュ－： 長さ53cm（21 インチ）
、幅20cm（8 インチ）以
上で、かつ、裏面は雪上を滑らない構造になっていること。
●下着： 保温性の高い吸汗・速乾性のもの（ポリプロピレン、ポリ
エステル素材）を推奨。
●防寒着： フリ－スのベストなど保温性があり軽い物を推奨。
●アウタ－： 透湿防水性のパ－カ－、ウインドブレ－カ－を推奨。
●シュ－ズ： ランニングシュ－ズ、軽登山靴（走れるように適度な
深さと柔軟性を有するもの）など各自で判断する。防水性生地のシ
ュ－ズにスパッツ(ゲイタ－)を併用すると快適。
●その他： サングラス、帽子、手袋など。☆ストックの使用は禁止。
● 飲料水： 装備チェックの対象とするが、水量は各自の判断。基
本的に給水所は設けない。
デイツアー《スノーシューイング・ウォーク[2016]in 妙高》
世界でも有数の豪雪地、妙高高原。近年欧米のお客様を中心にビック
スノー（大雪）を目当てに来日する方が増えています。上質の雪質と
雪の多さで、他にはない、ふかふか雪を体験できます。森の木は種類
も多く、動物の痕跡もいっぱいです。地元ガイドと一緒に池の平温泉
のほんどりすコースを散策します。楽しいですよ。
【単独参加】レースに参加しなくても、デイツアー単独で参加できます。
【開催日時】2016 年2 月20 日（土）13：30～15：30
【募集人員】20 名（最少催行6 名） ・申込方法：レースの①②と同じ
【申込資格】小学校4 年生以上の健康な方（小学生は保護者同伴）
【参 加 費】4500 円 小学生以下は3600 円
【コ ー ス】 池の平温泉「ほんどりすコース」
（予定）白樺林・杉林・
カラマツ林・雑木林を散策するコースです。
【集 合】 妙高高原ゴルフ倶楽部 ・受付 13 時から13 時20 分
【ガ イ ド】 池の平スノーシューイングガイド協会
同時開催

