
第 5 回 全日本山岳スノーシューイング・レース in 白山 

第１１回全日本スノーシューイング・グランプリシリーズ  [201８] in 白山 

参加インフォメーション 

 
2018 年 2 月 14 日 

 

この度は「第 5 回 全日本山岳スノーシューイング・レース in 白山」にお申込み頂き、ありがとうございま

した。大会に関するご案内と注意事項をお知らせします。十分にご確認いただき参加をお願いします。 

受付の際に、この封筒が参加証となりますので受付にてご提示下さい。また、封筒の住所ラベルに下記の内容

が記載されていますのでご確認下さい。 

（ 記載事項：競技種目、年齢別クラス、レンタル希望の有無、未払金額 ） 

未払金額が記載されている場合は 2 月 21 日までに下記の口座までお振込みをお願いいたします。メールを連

盟事務局 contact@chikyunetwork.com に頂ければ、クレジットカードでの支払い方法も可能です。なお、金

額が 2,000 円以下の場合は、会場での受付時にお支払をお願いいたします。 

（ 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』 ） 

皆様のご来場をスタッフ一同楽しみにお待ちしております。 

スノーシューDAYS in 白山 実行委員会 

連絡事項 

・ 受付、及び大会会場は「白峰クロスカントリー競技場」です。会場へのアクセスは添付の地

図を参照下さい。（住所：〒920-2501 石川県白山市白峰 6-104） 

・ 受付の際は、参加証（この封筒）を持参してください。 

・ 誓約書に署名捺印の上、受付時に提出してください。 

・ 天候および積雪状況により、コース、スケジュールを変更することがありますのでご了承下さい。 

・ 装備について： 

コース中の補給はありませんので、15km クラスの選手は必ず飲料水と非常食を携行して下さい。 

天候に合わせて十分な防寒ウェアを着用して下さい。耐水・防風機能をもつシェルの着用をお勧めします。 

帽子、手袋は必ず着用して下さい。また枝から目を守るためにもサングラス等を着用して下さい。 

・ 会場および宿泊先周辺にコンビニエンスストア等はありませんので、買い物は到着前にお済ませ下さい。 

会場のセンターハウス「かもしか」に自動販売機がありますので飲み物の購入は可能です。 

また、会場内での出店等ほか企画につきましては下記「イベントプログラム」をご確認ください。 

・ 会場エリアでの携帯電波状況は良くありません。ソフトバンクが最も繋がります（アンテナあり）。 

・ 今後のご案内については大会ホームページおよび大会フェイスブックページに掲載いたしますのでご確

認下さい。 

大会ホームページ : http://snowshoedays.info 

大会フェイスブックページ：https://www.facebook.com/snowshoedays/ 

・ お問い合わせ先： 

メール info@snowshoedays.info / 電話番号 090-4418-4451（高森） 

 



スケジュール 

2 月２４日（土） 

14:00 ～ 15:30 前日受付（白峰クロスカントリー競技場） 
参加証と誓約書を提出の上、ゼッケン、配付資料等を受け取って下さい。 

スノーシューのレンタルをお申し込みの方は受付でお渡しします。 

10:00 〜 13:00 HAPPY☆スノーシュー（要申込） 
ご参加の方は受付と準備を済ませて 5 分前までにセンターハウス「かもしか」前

にお集まり下さい。 

※お申込は大会ホームページまで（http://snowshoedays.info）  

12:30 金沢駅往復バス到着 
11:00 金沢駅西口出発 

13:30 〜 15:00 スカイランナー 小出徹のスノーシュー"RUN"レッスン（要申込） 
ご参加の方は受付を済ませて 5 分前までにセンターハウス「かもしか」前にお集

まり下さい。 

※お申込は大会ホームページまで（http://snowshoedays.info） 

18:00 〜 21:00 レース前夜祭（ウェルカムパーティ、ブリーフィング、トークライブ） 
会場：御前荘（石川県白山市白峰ツ 112-3 / 会場から車で約 10 分） 

宿泊プランお申込の方はウェルカムパーティでの夕食となります。会場まではバス

にて送迎いたします。出発時間等につきましては宿泊についてのご案内（別送）を

確認して下さい。 

※宿泊プラン以外の方の参加：2,500 円（要申込） 

お申込みは大会ホームページまで（http://snowshoedays.info）  

2 月２5 日（日） 

7:00 ～ 7:45 当日受付（白峰クロスカントリー競技場） 
当日受付の方は時間に余裕をもってお越し下さい。 

自家用車は会場駐車場に駐車できます。 

荷物預かり、更衣室があります。 ※貴重品は各自管理してください。 

8:00 集合 / 当日ブリーフィング（白峰クロスカントリー競技場） 

8:45 スタート地点集合 / 開会式 / 出走確認 

9:00 レーススタート 
ロングクラス、ショートクラス同時スタートとなります。 
ゼッケンはゴール後に回収します。 

レンタルスノーシューは雪を落として受付に返却してください。 

13:00 レース終了（制限時間） 

 表彰式 / 閉会式 
レースの進行状況により現地にて時間をご案内します。 

入賞者の表彰後に全参加者を対象にしたプレゼント抽選会を予定しています。 

レース後の入浴は白峰温泉総湯をご利用下さい。（会場から車で約 5 分） 

14:30 金沢駅往復バス出発 
17:30 金沢駅西口到着 

※途中、白峰温泉での入浴と買い物の時間（約 1 時間）があります。 

 



イベントプログラム（予定） ※出展者、出展予定日についての最新情報は大会ホームページでご案内します 

■DAY1 〜ENJOY! SNOW DAY〜 （2/24） 

・ HAPPY☆スノーシュー（要申込） 

初めての方も大歓迎！スノーシューをとにかく楽しむハッピーツアー。美味しい食事にも注目です。 

ナビゲーター 小出徹（チームサロモン、インサイドアウトスキークラブ） 

フード KALE KITCHEN  

時間 10:00〜13:00（受付 09:30 より） 

対象：高校生以上／定員：20 名／参加費：5,000 円（ランチ、保険料、レンタル）／要申込 

・ スカイランナー小出徹のスノーシュー“RUN”レッスン（要申込） 

コース試走を兼ねたランレッスン。初めての方はレッスンを受けるか否かでレースの満足度がググッ〜と

上がります。 

時間 13:30〜15:00（受付 13:00 より） 

対象：高校生以上／定員：30 名／参加費：2,000 円（保険料込、※レンタル代別途 1,000 円） 

・ レース前夜祭（要申込、宿泊プランの方は不要） 

レース前夜のお楽しみ！一緒に楽しく盛り上がりましょう！ 

時間 18:00〜21:00／会場：御前荘／参加費：2,500 円（宿泊プランお申し込みの方は無料） 

スケジュール 

18:00〜ウェルカムパーティー（懇親夕食会） 

19:15〜ブリーフィング（大会ルール、コース説明会） 

20:00〜トークライブ（終了 21 時ごろ） 

「トップアスリートのボディコンディショニング」 

限界に挑戦するトップアスリートによるクロストーク！注目です！ 

トーク参加者：高村貴子、小出徹、Takeru（予定）  

 

■DAY2 〜TRY! SNOW DAY〜 （2/25） 

・ 第 5 回全日本山岳スノーシューイング・レース in 白山 

全日本スノーシューイング・グランプリシリーズ 2018 第２戦白山大会 

＊競技種目 ショート（6Km）男女 ⁄ ロング（15Km）男女 

09:00 スタート〜13:00 終了〜14:00 ごろ表彰式 

 

■DAY1&2  NHISHIYAMA BASE CAMP （2/24-25） 

ウインターアウトドアを楽しむ要素が詰まったベースキャンプ。雪中キャンプサイト、ウインターギア販

売ブース、ランニング用スノーシュー試乗ほかウインターギア/アクティビティの体験ができます。新し

いギアのフィールドテストにも最適です。美味しい食事に DJ ブースもあり、文字通りスノーシュー

DAYS in 白山のベースキャンプとして展開されます。 

・ 雪中キャンプサイト（要申込） 

とことん雪を楽しみたい方集まれ〜！スッタフも一緒に楽しむキャンプサイト。 

時間 2/24 10:00〜 料金：無料  

※テントは指定のエリアに設置し、2/25 の 15:00 までに完全撤収ください。貸しテントはありません。 

・ ウインターギア展示/販売  

出店：スポーツのマンゾク 、協賛メーカー各社ほか 

・ BODY RESET  

毎日を美しく健康に生きるために。限界に挑戦するアスリートにとっても日々の身体のケアは最大のテー

マ。オーストラリア・ゴールドコーストを拠点に活動する身体と動きの専門家 Takeru 氏（ZEQQ）の

来日が決定！ 自分の身体に向き合う、ボディコンディショニング（施術、有料）企画です。 

・ フード・ケータリング 

身体に優しくパワーみなぎる美味しい食べ物＆スイーツ＆ドリンク（カフェ）！ 

出店：KALE KITCHEN ほか 



会場へのアクセス 

・ 北陸自動車道 白山 IC より国道 157 号線で約 60km 

・ 北陸自動車道 小松 IC より国道 360 号線・157 号線で約 50km 

・ 北陸自動車道 福井北 IC より国道 416 号線・157 号線で約 45km 

（積雪および路面凍結の可能性があります。時間に余裕をもってお越し下さい。） 

 



 

誓約書 

日本スノーシューイング連盟 御中 
 
私は、『全日本スノーシューイング・グランプリシリーズ』加盟大会への参加にあたり、下記のことを誓います。 
《規則の厳守義務と自己管理責任》 
私は、日本スノーシューイング連盟（以下連盟）及び各加盟大会主催者（以下大会主催者）が定めたすべての規約、規
則、指示を尊守し、私個人の責任において安全管理と健康管理に充分注意を払い大会に参加し、万一、体調などに異常
が生じた場合はすみやかに競技を中止することを誓います。 
《競技特性の理解と参加適正》 
私は、この競技が、変化の激しい環境の中で行われる複合競技であり、競技者の体調は急激に変化する特性があること
を認識しております。また、大会会場は、不安定な要素の多い野外あるいは施設などの広範囲に特設されているため、
緊急時の援護や対応に支障を来す可能性が高いことを良く理解しております。現在、私の健康状態は良好であり大会の
参加に問題を生じることは予想されません。 
また、アレルギー体質、過敏症などの特異体質、さらには宗教上その他の理由などにより、大会医療班が緊急医療のた
めに知っておいて欲しいことがある場合は、事前に大会主催者に書面で申告いたします。 
《競技の中止勧告厳守と応急処置》 
私は、大会主催者に競技続行に支障があると判断された場合、大会主催者の競技中止勧告を受け入れます。また、大会
開催中に私が負傷したり、事故に遭遇し、あるいは発病した場合には、医師および大会主催者が私に対して応急処置を
施すことを承諾し、その応急処置の方法および結果に対しても異議をとなえません。 
《負傷と死亡事故の免責》 
私は、競技中および付帯事項の開催中に負傷した場合、またはこれらに基づいた後遺症が発生した場合、あるいは、死
亡した場合においても、その原因のいかんを問わず、大会に関わるすべての大会関係者に関する責任の一切を免除いた
します。 
また、私に対する補償は私に掛けられた旅行傷害保険の範囲内であることを確認了承いたします。 
したがって、私はここに、私自身、私の遺言執行人、管財人、相続人、近親者などのいずれからも、私が被った一切の
傷害についての賠償請求、訴訟の提起およびそれらのための弁護士費用などの支払請求を行わないことを誓います。 
《不可抗力事項の免責》 
私は、気象状況の悪化および競技環境の不良など、大会主催者の責に帰すべからざる事由により、大会が中止になった
場合、または競技内容に変更があった場合、さらには競技用具の紛失や破損などにより、競技あるいは競技参加に支障
が生じた場合においても、大会主催者に対してその責任を追及しないこと並びに大会への参加のために要した諸経費の
支払請求を一切行わないことを誓います。 
《肖像権などの広報使用と商業用利用》 
私は、私の肖像、氏名、住所、年齢、競技歴などが、大会に関連する広報全般および報道、情報メディアにおいて使用
されることを了承し、これらに付随して大会主催者、管轄競技団体が制作する印刷物、ビデオ、情報メディアなどによ
る商業的利用を承諾いたします。 
《親族の参加承諾と専属管轄権》 
私は、私の家族、親族または保護者が、本誓約書にもとづく大会の内容を理解了承していることを誓います。万一、大
会に関する争いが生じた場合、その第一審の専属管轄権は日本スノーシューイング連盟本部所在地の地方裁判所とし準
拠法は日本法とすることに同意いたします。 
 
選手氏名 (複数名併記可)：                                    捺印又はサイン 
 
 
レースナンバー： 
                                                      年    月    日 
 
選手が１８歳未満の場合は保護者の氏名：                                                       捺印又はサイン 
                                                   
 
★緊急連絡先：大会中に必ず連絡のつく電話番号を記入ください。 
 
氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿フリガナ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿続柄＿＿＿電話番号（＿＿＿＿）＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿ 
 

観光協会から当日受付の方へのお願い：前日近辺の宿に泊まられていましたら宿名を下記してください。このイベントの経済効果の参

考にさせていただきます。宿名：                   地域： 
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