
第１２回東京デフSC杯ポール競技大会 開催要項  
 
■主  催 （財）東京都スキー連盟加盟 東京デフスキークラブ 
■協  力 NPO法人全日本聴覚障害スキー指導員会 
■開 催 日 平成２２年２月６日（土） 
■開催場所 長野県 栂池高原スキー場 白樺ゲレンデ 
■競技種目 アルペンスキー GSL 自己申告タイムレース（２本制） 
■日  程 ５日 21:00～23:00 受付（ホテルイヴプラザ内） 

６日   8:00～  8:30 当日参加受付（ホテルイヴプラザ内） 
   9:00   大会開始 

   10:00   競技開始 
 20:00   交歓パーティ（表彰式・閉会式） 
※天候等により時間、内容等が変更する場合あり 

■参加資格 ①聴覚障がい者ならびに、聴覚障がい者と交流できる健聴者 
  ②スキー技術レベルは問わない 
  ③小学生以上（満１８歳未満の場合、必ず「保護者承諾欄」に署名押印があること） 
  ④スポーツ傷害保険又は、これに準する傷害保険等に加入している方 
■スタート順 女子、男子の年齢順にスタート 

但し、競技進行の都合により順位が前後する場合がある 
■競技規則 ＳＡＪ競技規則最新版によるが、設定されたコースの滑走タイムを予想して申告するタイム

申告制度とする。実走タイムと自己申告タイムの差で順位を決定する 
①１本目競技終了後に１本目の実走タイムを開示する 
②１本目の実走タイムをもとに２本目のタイムを自己申告する 
１本目と２本目はコースセットを変えるものとするが、当日天候と競技進行の都合 
により同セットのまま競技を進行する場合がある 

■表  彰 実走タイム１位～３位（男女別）、自己申告タイムの順位に応じて表彰、飛び賞等の 
賞品あり（参加者全員に参加賞あり） 

■参加申込 ①申込〆切 平成２２年１月６日（水）必着 
  ②参加料 ５，０００円（東京デフスキークラブ会員は３，０００円） 

③申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上FAX送信のこと 
  参加費納入を持って受け付け完了とする 

■注意事項 ヘルメットの着用が望ましい  各自の安全対策は、各自で責任を持つこと 
■傷害処置 出場選手が競技中に傷害を受けた場合、応急処置を行うが、以降の責任は負わない 
■ そ の 他 ①納入した参加料は、悪天候等やむを得ない事由により競技を中止した場合等、事情 

の如何に関わらず返金しない 
  ②取得した個人情報は、大会運営に関する業務、及び次年度大会のご案内以外には 

使用しない 
■問い合わせ 東京デフスキークラブ デフ杯ポール競技大会実行委員会 

E-mail deafcup10@deafski- tokyo.com 
URL http://www.deafski- tokyo.com 

第１３回全日本聴覚障害スキー技術選 開催要項  
 
■主  催 NPO法人全日本聴覚障害スキー指導員会 
■後  援 （財）全日本ろうあ連盟 
  （独）福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」 
■協  力 （財）東京都スキー連盟加盟 東京デフスキークラブ 
■開 催 日 平成２２年２月７日（日） 
■開催場所 長野県 栂池高原スキー場 チャンピオンゲレンデ 
■競技種目 大回り、小回り、中回り、小回り（不整地）、フリー滑降 
■日  程 ６日 19:00～19:30 受付（ホテルイヴプラザ内） 

19:30～19:45 公開抽選（スタート順）・開会式 
７日   8:00～  8:30 当日参加受付（ホテルイヴプラザ内） 
   9:00   大会開始 
 16:00   表彰式・閉会式 
※天候等により時間、内容等が変更する場合あり 

■採  点 （財）全日本スキー連盟公認Ａ、Ｂ級審判員による５審３採用 
■特別ゲスト 小野塚喜保元ＳＡＪデモンストレーター  
■競技規則 （財）全日本スキー連盟最新版に準拠する。 
■参加資格 ①聴覚障がい者ならびに、聴覚障がい者と交流できる健聴者 

②SAJ２級程度以上の技術を有する方 
  ③中学生以上（満１８歳未満の場合、必ず「保護者承諾欄」に署名押印があること） 
  ④スポーツ傷害保険又は、これに準する傷害保険等に加入している方 
■ク ラ ス 男子一般：４４歳以下 男子マスターズ：４５歳以上 
  女子一般：３９歳以下 女子マスターズ：４０歳以上 
■表  彰 各クラス１位～３位、その他特別賞、じゃんけん大会等あり 
■参加申込 ①申込〆切 平成２２年１月６日（水）必着 
  ②参加料 ６，０００円 

③申込方法 参加申込書に必要事項をご記入の上FAX送信のこと 
  参加費納入を持って受け付け完了とする 

■傷害処置 出場選手が競技中に傷害を受けた場合、応急処置を行うが、以降の責任は負わない 
■ そ の 他 ①納入した参加料は、悪天候等やむを得ない事由により競技を中止した場合等、事情 

の如何に関わらず返金しない 
  ②取得した個人情報は、大会運営に関する業務、及び次年度大会のご案内以外には 

使用しない 
■問い合わせ NPO法人全日本聴覚障害スキー指導員会 事務局 

E-mail jimukyoku@dsij.com 
URL http://www.dsij.com/ 

この事業は、独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」の助成金の交付により行って 
いるものです。 

大会参加申込みの取り消しについて  

大会参加料 申込み〆切後は理由の如何に関わらず返金しません。 
宿泊料 １月２２日（金）までの取り消し 全額返金 

１月２９日（金）までの取り消し ５０％返金 
１月２９日（金）以降の取り消し 返金しません 

宿舎  栂池高原　ホテルイヴプラザ
        〒399-9422 長野県北安曇郡栂池高原 TEL 0261-83-2314　FAX 0261-83-2373
協賛社（予定）
ワイデックス補聴器（株）、（株）小賀坂スキー販売、（株）Ｋ２ジャパン、雪印乳業（株）、
スキージャーナル（株）、（株）ノースランド出版、(株)ＩＣＩ石井スポーツ、（株）タナベスポーツ、
（株）モリヤマスポーツ、太郎館（菅平高原）、ピュア長坂（野沢温泉）その他数社を予定



個個人申込用紙申込用紙          FAXで申込みをされる場合にご利用ください。  
 

実行委員会あて FAX０３－６８６２－７６８６FAX０３－６８６２－７６８６  
ポール競技大会＆スキー技術選 足りない分は各自コピーしてお使いください  

フリガナ  性別 男 ・ 女 生年月日      年    月    日（    歳） 

お名前 

連絡先 

FAX      （      ） 

TEL      （      ） 

ご住所 

〒 携帯メールアドレス 

 

E-mail（パソコン） 

 

お願い　　　メールアドレスの記入には、o(オー）0(ゼロ）-（ハイフン）_（アンダーライン）の区別が付くように記入してください。    

障がい
の有無 聴覚障がい ・ 健聴 ・ その他（             ） 

資格 指導員 ・ 準指導員 ・ クラウン ・ テクニカル ・ １級 ・ ２級 ・ ３級 ・ 無 ・ その他（       ） 

参加 
種目 

項          目 
希望欄に 
に○記入 

料   金 
大 人 子 供 

東京デフSC杯ポール競技大会 
一般の方    
東京デフSC 会員    

全日本聴覚障害スキー技術選    

宿泊 

2月5日(金)～6日(土) 0.5泊（朝食、パーティ）     
2月6日(土)～7日(日) １ 泊 （朝食、夕食、パーティ）   
2月5日(金)～7日(日)1.5泊（朝食×2、夕食、パーティ）    
パーティ参加のみ（宿泊なし）    
2月6日(土)～7日(日) 0.5泊（朝食）    

リフ
ト券 

2月6日(土)１日券    
2月7日(日)１日券   

合          計          円 

特 記 
事 項 

ご質問・ご要望等ございましたら、ご記入をお願いいたします。 

 

 

保護者の承諾（満１８歳未満の時は記入必須）保護者の承諾（満１８歳未満の時は記入必須）
上記の者が本大会参加に際し、万が一の事故の場合にも、主催者等に対し一切の責任や賠償を求めないことを
誓約し、参加を承諾します。 
 

平成   年   月   日   保護者署名                      ○印 
参加料振込について 
１月２２日（金）迄に参加費を 
右の口座に振り込んで下さい。 
※振込み手数料はご負担下さい。 

※大人料金：中学生以上 小人料金：小学生以上 
 ※3歳～未就学児は施設利用費2,000円（寝具・食事なし）・乳幼児（2歳まで）は無料 
※頂いた個人情報は、実行委員会の下厳重管理するものとし、行事案内の目的以外には使用しません。  

振込先  三井住友銀行 日野支店 普通７１３８９９２ 
口座名義  東京デフスキークラブ（トウキョウデフスキークラブ） 
※銀行振込みの際、振込み者様名のところは「申込者氏名＋D」としてください 

7,500円

5,000円 5,000円
3,000円 3,000円

6,000円6,000円
7,500円 5,500円
10,000円
15,500円 11,500円
2,000円 500円
6,000円 5,000円
3,000円 1,500円
3,000円 1,500円

ポール競技大会 & スキー技術選

平成22年2月6日（土）～７日（日）
長野県　栂池高原スキー場

■主　催　NPO法人全日本聴覚障害スキー指導員会
　　　　　東京デフスキークラブ
■後　援　財団法人全日本ろうあ連盟

2009/2010

小野塚元ＳＡＪデモと小野塚元ＳＡＪデモと
一緒に滑ろう！一緒に滑ろう！

デフスキーヤーデフスキーヤー No.1No.1は誰だ！？は誰だ！？

健聴者参加もＯＫ！

第12回東京デフSC杯ポール競技大会

第13回全日本聴覚障害スキー技術選




