第 13 回全日本山岳スノ－シュ－イング･レース･グランプリシリーズ[2023]

第5回

日光国際山岳スノーシューイング・レース
実施要綱
2022 年 11 月 23 日

【主催】日本スノ－シュ－イング連盟 （略称 JSSF 以下連盟）
【後援】日光市、日光市教育委員会、日光市観光協会（以上予定）
(一社)埼玉県山岳・スポーツクライミング協会
( 略称 SMSCA。JSSF は SMSCA 加盟団体です。)
(一社)栃木県山岳・スポーツクライミング連盟
【協力】日光アストリアホテル、日光自然ガイド連絡会、日光自然
ガイド協議会、中宮祠自治会（以上予定）
【開催日】2023 年 3 月 4 日(土)～5 日(日)
（ 4 日：技術講習会等プレイベント、5 日：本競技 ）
【受付場所】日光アストリアホテル ( 栃木県日光市奥日光・光徳
温泉 ）ロビー。
【競技コース】日光アストリアホテル・クロスカントリースキー
コース、山王林道等
【競技種目】①ロングコース 10Km 男女 ②ミドルコース 5Km 男女
③ショートコース 2Km 男女 ※ロングコースは 10 キロに変更。
各距離は、雪上に設営するため多少の誤差あり
【コース状況】10km は山王林道の上り下りが主で、一部クロカン
スキーコース。5km、2km はほとんどクロカンスキーコース。軽い
圧雪はするが、降雪状況により非圧雪となる場合あり。
【競技参加費】10km 11,800 円／5km 8,800 円／2km 5,800 円(競
技当日の昼食代、保険料込)。なお、今回に延期となった本大会に
2022 年度に申込み、エントリー権留保の方は追加料金はなし。
【表彰】全コース共に Full Open(全年齢) 3 位まで
※今回は表彰式を行わないので、10Km、5Km の上位入賞者にはメ
ダルを後日送付。全種目とも完走者には記録証を授与。( 3 月 13
日以降に下記連盟 HP からダウンロード。)
【スノ－シュ－レンタル】1,000 円／日（ 2 日間の方は 2,000 円 ）
なお、レンタル用はできるだけ軽量、小型のものを探すが、用意
したものがレンタルモデルの限界ということでご容赦。
【プレイベント：スノーシューイング・ラン技術講習会】(講習兼
実地練習)4日(土)午後：2,000円
【昼食】3 月 5 日アストリアホテルレストラン 12：30～14：30 カ
レーライス（時間内はお代り可）食事券を受付でお渡し。選手は
無料。
（同行者は＠800 円・要予約）
【温泉入浴】3 月 5 日 12：30～16：30 選手、同行者には＠500 円
の割引料金で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、右の QR コード
又は下記 URL の連盟ホームﾍﾟｰｼﾞを参照。
< https://japansnowshoeing.org >
【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。
【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。加盟大会の内 2 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：各ロングコース (Full Open)
【日程】
■ 3月4日（土）
11:30～16:00 競技前日受付
13:30～
技術講習会
■ 3月5日（日）
8:00～10:15 当日受付
11:15
スタ－ト地点集合、コース説明、最終コ－ル
11:30
全種目競技スタ－ト
〘 制限時間： 2K = 1 時間（ ～12:30 ）／5K = 2 時間（ ～13:30 ）

／10K = 3 時間（ ～14:30 ）〙
14:30 競技終了（今回は、コロナ対策のため表彰式を行わない。
）
【コロナ対策】現地に集う選手、同行者、スタッフ他すべての関係
者は、連盟が別途定める「新型コロナ感染症対策のガイドライン
2023」を事前に必ず読み、内容を承諾のうえ参加するものとする。
【申込方法】単一大会、複数大会、講習会参加いずれの場合も、下
記のいずれかの方法にて申込受付期限迄に必着で申込。
① 連盟ホームページ上の申込ﾌｫｰﾑから《推奨》下記事務局へ申
込み、申込時に上記費用をクレジットカード決済するか、申
込後に金融機関３営業日以内に下記連盟口座に振込。
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』
② 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
E-MOSHICOM https://moshicom.com/
【申込受付期間】
申込方法 ①： 2022 年11 月15 日(火)正午～2023 年2 月19 日(日)
申込方法 ②： 2022 年11 月15 日(火)正午～2023 年 2 月12 日(日)
【参加証送付予定】2 月 23 日(木・祝) (ﾒｰﾙにて／スケジュール等詳
細も同送）
【キャンセル】レースのキャンセル及び催行中止の際の払い戻し
は、
「全日本グランプリシリーズ運営規定」に基づき対応、処理
するので、この規定を承知したうえで申込むこと。
【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
TEL 089-916-6041 FAX 089-925-6388
URL
https://japansnowshoeing.org
E－Mail contact@japansnoshoeing.org
【諸規定】本大会は、連盟ホームﾍﾟｰｼﾞ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。
〖アクセス・宿泊の注意事項〗 (時刻は変更の可能性あり。要確認)
■ 駐車場のスペースが少ないので、電車とバス利用にご協力を。
(JR／東武日光駅から湯元温泉行き東武バスで70分、
光徳温泉下車）
■ 前泊を推奨。当日バス利用の場合、最寄りの光徳温泉（アストリ
アホテル前）着が 9：55 着 1 本のみで、受付締め切りが 10：15 と
時間的に非常にタイト。前泊の場合は前日に受付できる。
■ 日光アストリアホテルの前泊
・競技会場になる日光アストリアホテルの前泊が可能。希望の場合
は各自で直接ホテルに申し込む。その際「3 月 5 日のスノーシュー
レースに参加」と言えば「レース特別宿泊プラン」の割安料金 (税
込で 3～4 人一室 11,000 円／2 人一室 12,000 円／1 人一室 15,000
円) になる。(宿泊割安料金は予約時に要再確認)
・宿泊のキャンセルは各自でホテルに申出、ホテル規定に基き対応。
・同ホテル宿泊者はホテル専用駐車場に駐車可能。
■ 湯元温泉等のアストリアホテル以外の宿泊施設を利用する場合
は、各自で手配し、競技場への交通手段も各自確保すること。
■ 当日受付者の交通アクセス
・マイカー利用者：光徳公共駐車場（アストリアホテルの先隣）に
駐車。アストリアホテルまで徒歩 1 分。ホテル駐車場は宿泊客専用。
・電車⇒東武バス利用者：バス湯元温泉行 JR 日光駅発 8：42⇒東武
日光駅発 8：45⇒光徳温泉(アストリアホテル前)着 9：55 1 本のみ。
■ 車の方はチェーンまたはスタッドレスタイヤ必須。道路が無雪
でも駐車場には積雪の場合がある。

