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2013/2014 海外 FIS 公認大会参加許可基準及び国際ライセンスについて 

 

平素は本連盟事業に対し、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、下記のとおりご案内申し上げますので、所属団体、選手、関係組織等

への周知方よろしくお願い申し上げます。 

なお、フリースタイル競技の 2013/2014 競技種目別許可基準は、後日、ご案内します。

何卒、ご了承ください。 

 

記 

 

次の条件を満たす選手に対し、海外 FIS 公認大会参加を許可し、国際ライセンスを発行

する： 

 

・ 当該年度の SAJ 会員登録、SAJ／FIS 競技者登録を完了。 

・ 競技種目別の許可基準（別紙参照）を満たす。 

・ 所定の手続き（別紙参照）により、加盟団体経由で申請する。 

・ 大会クォータをオーバーした場合、次のエントリー優先順位に同意する： 

1. ナショナルチーム・SAJ ジュニアチーム遠征メンバー 

2. ナショナルチーム・SAJ ジュニアチームメンバー 

3. FIS／SAJ ポイントランキング順（当該大会の適用リストによる） 

 

以上 

 

同封書類： 

- 2013/2014 競技種目別許可基準 

- 申請手続きについて 

- 海外 FIS 公認大会参加許可申請書 

- 国際ライセンス発行申込書（2013/2014） 

 



 

申請手続きについて 

 

 

1. 基本的な申請手続きは全競技共通です。所定の「海外 FIS 公認大会参加許可申請書」

（以下、「大会参加許可申請書」）と「国際ライセンス発行申込書」に必要事項を記

入し、期日までに申請してください。 

 

2. 必ず加盟団体を通じての申請、ライセンス料の入金をお願いします。選手個人から

のライセンス料の入金及び申請書は受け付けることができません。加盟団体経由で

の提出により、加盟団体からの推薦を受けた選手と解釈します。 

 

  振込み先：みずほ銀行 渋谷支店 普通口座 501194 （財）全日本スキー連盟宛。 

  ライセンス料：2000 円 

 

3. 国際ライセンスの発行は 1 シーズンにつき 1 回となります。ライセンスの発行を受

けた後、別の大会の参加許可申請を行う場合は、「大会参加許可申請書」のみ提出し

てください。 

 

4. FIS 競技者登録新規申請中の選手については、FIS 競技者登録番号の確認が出来次第、

ライセンス証を発行いたします。 

 

5. 大会出場に関する全ての手続きは自己責任といたします。 

 

6. 「ライセンス取得＝出場枠の保証」ではありません。大会で日本人出場枠を上回る

エントリーがあった場合、出場の優先順位は次のとおりとします： 

① ナショナルチーム・SAJ ジュニアチーム遠征メンバー 

② ナショナルチーム・SAJ ジュニアチームメンバー 

③ FIS／SAJ ポイントランキング順（当該大会の適用リストによる） 

 

以上 



 

2013/2014 競技種目別許可基準 

 

アルペン 

申請可能な大会カテゴリー ENL、FIS、NC、COC 

ポイント／ランキング基準 

１．ENL・FIS・NC  基準なし 

２．COC 

(1)EC（ヨーロピアンカップ） 

最新 FIS ポイントランキング 350 位以内 

SAJ 強化指定選手 

(2)NAC（ノースアメリカンカップ） 

最新 FIS ポイント 120 点以内 

(3)SAC（サウスアメリカンカップ） 

最新 FIS ポイント 

SL・GS 140 点以内 

DH・SG・SC 160 点以内 

(4)ANC（オーストラリア・ニュージーランドカップ） 

最新 FIS ポイント 

SL・GS 140 点以内 

DH・SG・SC 160 点以内 

(5)FEC（ファーイーストカップ） 

認められたクオータの中で調整する。 

 

注(1)～(4)の各大会にエントリーする場合は、下記の通り、上記の

基準をクリアしていること。 

  ◎SL・GS にエントリーする場合 

DH･SG･GS･SL のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎DH にエントリーする場合 

DH・SG のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎SG にエントリーする場合 

DH・SG・GS のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎SC（DH で行う場合）にエントリーする場合 

DH・SG のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

◎SC（SG で行う場合）にエントリーする場合 

DH・SG・GS のいずれかで上記基準をクリアしていること。 

 

その他の条件 
上記スピード系については、原則として引率者 1 名以上の帯同を義務

付ける。 

申請書の提出期限 大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

 

 

クロスカントリー 

申請可能な大会カテゴリー FIS、NC、COC 

ポイント／ランキング基準 基準なし 

申請書の提出期限 

大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

但し、韓国で開催される FEC（ファーイーストカップ）に参加を申請

する場合は、大会期日の３週間前までに SAJ 必着。 

 

 



フリースタイル（モーグル） 

申請可能な大会カテゴリー FIS、NC、COC 

ポイント/ランキング基準 

SAJ ポイントランキング男子 50 位、女子 30 位以内。 

ただし、このランキング外であっても、加盟団体が特別に強化を必

要とし、怪我等の考慮すべき理由を持つ選手は、申請に基づき強化

委員会が参加可否を決定する。 

申請書の提出期限 大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

その他の条件 
・引率責任者の帯同を条件とする。引率責任者は 20 歳以上である

こと。 

 

 

フリースタイル（エアリアル） 

申請可能な大会カテゴリ― FIS、NC、COC、 

ポイント/ランキング基準 基準なし 

申請書の提出期限 大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

その他の条件 
・引率責任者の帯同を条件とする。引率責任者は 20 歳以上である

こと。 

 

 

フリースタイル（スキークロス） 

申請可能な大会カテゴリー FIS、NC、COC、 

ポイント/ランキング基準 基準なし 

申請書の提出期限 大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

その他の条件 

・引率責任者の帯同を条件とする。引率責任者は 20 歳以上である

こと。ただし、20 歳以上の選手が引率責任者を帯同させることが

できない場合、SAJ が認めた場合に限り、参戦を許可することがあ

る。 

 

 

フリースタイル（ハーフパイプ、スロープスタイル） 

申請可能な大会カテゴリー FIS、NC、COC、 

ポイント/ランキング基準 基準なし 

申請書の提出期限 大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

その他の条件 

・COC への参加については、引率責任者と共に参加できるのが望ま

しい。但し、20 歳未満の選手については、引率責任者が帯同しな

くてはいけない。引率責任者は 20 歳以上であること。 

 

 

 



スノーボード 

（アルペン、クロス、ハーフパイプ、スロープスタイル、ビッグエアー） 

申請可能な大会カテゴリー FIS、NC、COC 

ポイント／ランキング基準 基準なし 

申請書の提出期限 大会期日の２週間前までに SAJ 必着。 

その他の条件 

COC への参加については、次の条件を満たすこと： 

引率責任者と共に参加できるのが望ましい。但し、20 歳未満の選手に

ついては、引率責任者が帯同しなくてはいけない。引率責任者とは、

加盟団体の強化担当者もしくは所属長から委嘱された者に限る。選手

が兼務することはできない。 

＜エントリー＞ 

COC については、SAJ 担当者がナショナルエントリーを行う。FIS、NC

については原則各個人の責任において行う。但し、大会 OC がナショナ

ルエントリーを求めた場合は、SAJ 担当者が行う場合がある。 

 


