
主　　　催 ： 白馬五竜観光協会
主　　　管 ： 白馬五竜スキースクール
特 別 協 賛 ： ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社
会　　　場 ： エイブル白馬五竜いいもりゲレンデ　DISCOVERRY SPORT 特設コース
公　　　認 ： ※本大会はN-POINT RACE(旧呼称:ナスターレース公認大会)です。

日　　　時 ： 2023年1月29日（日）
受　　付 7:15～8:15　レストハウスいいもり　２Ｆ　多目的ホール

ビブは各クラブごとに一括して代表者の方に配布します。
受付時に（第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会）新型コロナウィルス感染症についての
健康チェックカードを必ず提出してください。提出しない場合は出場することが出来ません。

インスペクション 8:15～8:45　(入場制限　8:30)
競技開始 9:30

競　　　技 ： 大回転競技(GS)
ル　ー　ル ： ・全クラスヘルメットの着用を義務とします。

・スポーツ傷害保険・賠償保険は、参加選手の責任に於いて必ず加入してください。
・トライアルクラス(部門番号[1][2][3][4])は、専門用具を持たず競技経験はないけれどポールを滑りたい
　小学生を対象としたクラスです。ワンピースの着用は出来ません、ウェアーでの出場となります。
　トライアルクラスと通常クラスの重複エントリーは出来ません。技量目安はハの字でも中急斜面を滑れる程度。
・全日本スキー連盟競技規則に準ずる。

部　　　門 ： [1]トライアル小学生1～3年生　女子 [2]トライアル小学生1～3年生　男子
[3]トライアル小学生4～6年生　女子 [4]トライアル小学生4～6年生　男子
[5]小学生1～3年生　女子 [6]小学生1～3年生　男子
[7]小学生4～6年生　女子 [8]小学生4～6年生　男子
[9]中学生　女子 [10]中学生　男子
[11]女子A(70歳以上)年代別表彰も致します [12]女子B(60歳代)
[13]女子C(50歳代) [14]女子D(40歳代)
[15]女子E(30歳代) [16]女子Ｆ(30歳未満)
[17]男子A(70歳以上)年代別表彰も致します [18]男子B(60歳代)
[19]男子C(50歳代) [20]男子D(40歳代)
[21]男子E(30歳代) [22]男子F(30歳未満)

スタート位置 ： Ａスタート(2本制）部門番号 [7] [8] [9] [10] [12] [13] [14] [15] [16] [18][19] [20] [21] [22] 
Ｂスタート(1本制）部門番号 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [11] [17] 

表　　　彰 ： 各部門　1～3位
料　　　金 ： 部門番号 [1] [2] [3] [4] 1,000円

[5] [6] 2,000円
[7] [8] [9] [10] [11] [17] 3,000円
[12][13] [14] [15] [16] [18] [19][20] [21] [22] 4,000円

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会 
presented by LAND ROVER 



申込方法 ① デジエントリーでのお申込み
http://dgent.jpよりお申込みください。

② 現金書留または事務局に直接持参してのお申込み
参加申込書に必要事項を記入し、規定の参加料を同封して、下記の住所まで現金書留にて送付いただくか、
直接大会事務局までご持参ください。
〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村大字神城２２５４８　
白馬五竜観光協会　第51回リーゼンスラローム大会事務局

③ 銀行振込でのお申込み
参加申込書はご記入のうえ、メールまたはＦＡＸにて送付のうえ、参加料を下記口座までお振込みください。
振込先 : 松本信用金庫　白馬支店　(普)　口座番号００７８５１７　口座名　白馬五竜(ハクバゴリュウ)
メールアドレス：info@hakubagoryu.com ＦＡＸ：０２６１－７５－３９２６

※ 各申込方法ともに、送金にかかる各種手数料は参加者負担となります。
宿泊プラン ： エントリー費・リフト券とセットになったお得な宿泊プランもございます。

全国旅行支援など宿泊割の延長については現在未定です。政府等より発表があり、準備ができ次第、
割引対象商品とする予定です。決まり次第、追って発表いたします。
なお、宿泊プランはデジエントリーを通じてのお申込みはできません。

申込締切 ： 2023年1月20日(金)　17:00必着
大会事務局 ： 〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村大字神城２２５４８　白馬五竜観光協会内

ＴＥＬ：０２６１－７５－３７００　　ＦＡＸ：０２６１－７５－３９２６

【成績発表について】
本大会の成績（リザルト）は白馬五竜観光協会ホームページ（https://www.hakubagoryu.com/）で発表(公開)いたします。
リザルトには氏名・性別・年齢・および学年・所属・成績（順位・タイム）などが記載されます。
尚、お申込みいただいた時点で、白馬五竜観光協会ホームページの「個人情報の取扱いについて」の内容に同意いただいたもの
と致します。詳しくはホームページ(https://www.hakubagoryu.com/privacy/)をご参照下さい。

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会事務局

【新型コロナウイルス感染症対策について】  <参加選手及び関係者の皆様へお願い> 
①大会7日前から大会当日までの間に健康チェックシートの懸念事項に回答する場合は出場の見合わせをお願いします。 
②検温を行っている施設では、検温の実施にご協力をお願いします。 
③手指の消毒設備のある場所では、消毒を必ず行ってください。 
④マスクは常に着用をお願いします。(屋外は防寒・暴風の為のフェイスマスクやネックウォーマーでも可能です。) 
➄こまめな手洗いをお願いします。 
⑥リフト・スタート・フィニッシュエリアでは、1～2mの距離の確保をお願いします。 



主　　　催 ： 白馬五竜観光協会
主　　　管 ： 白馬五竜スキースクール　レーシングアカデミー

白馬五竜スキースクール
会　　　場 ： エイブル白馬五竜いいもりゲレンデ　
日　　　時 ： 2023年1月28日（土）

受　　付 8:00～8:45　レストハウスいいもり　２Ｆ　多目的ホール
練習用ビブを受付時配布いたします。
受付時に（第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会）新型コロナウィルス感染症についての
健康チェックカードを必ず提出してください。提出しない場合は出場することが出来ません。

集合 9：00　いいもりレストハウス前集合
時間 ＡＭ　9：00～11：00　ＰＭ　12：30～14：30

ミーティング　15：00～15：30　当日希望者のみ
昼食 各自にて行ってください。

セット ： 大回転競技(GS)程度　大会バーン下部スタートコースを使用いたします。
注：大会当日と同一のセットではありません。

準備 ： ・ヘルメット　ゴーグルの着用を義務とします。
・スポーツ傷害保険・賠償保険は、参加者の責任に於いて必ず加入してください。

参加資格 ： ポールビギナーからエキスパートまで幅広く募集いたします。
大会参加者以外で練習会のみのご参加もいただけます。

料　　　金 ： 4,000円

スペシャルゲスト ：

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会 presented by LAND ROVER
　レーシングキャンプ

長谷川 絵美(はせがわ えみ) 
新潟県立六日町高等学校・日本女子体育大学出身。 
2010年イタリア選手権4位。 
世界選手権2013年：19位、2015年：18位。 
2017年アジア冬季競技大会(札幌) 回転・大回転2冠達成。 
ワールドカップ最高順位は回転14位。 
2018年現役引退。 



申込方法 ① デジエントリーでのお申込み
http://dgent.jpよりお申込みください。

② 現金書留または事務局に直接持参してのお申込み
参加申込書に必要事項を記入し、規定の参加料を同封して、下記の住所まで現金書留にて送付いただくか、
直接大会事務局までご持参ください。
〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村大字神城２２５４８　
白馬五竜観光協会　第51回リーゼンスラローム大会事務局

③ 銀行振込でのお申込み
参加申込書はご記入のうえ、メールまたはＦＡＸにて送付のうえ、参加料を下記口座までお振込みください。
振込先 : 松本信用金庫　白馬支店　(普)　口座番号００７８５１７　口座名　白馬五竜(ハクバゴリュウ)
メールアドレス：info@hakubagoryu.com ＦＡＸ：０２６１－７５－３９２６

※ 各申込方法ともに、送金にかかる各種手数料は参加者負担となります。
宿泊プラン ： エントリー費・リフト券とセットになったお得な宿泊プランもございます。

全国旅行支援など宿泊割の再開については現在未定です。政府等より発表があり、準備ができ次第、
割引対象商品とする予定です。決まり次第、追って発表いたします。
なお、宿泊プランはデジエントリーを通じてのお申込みはできません。

申込締切 ： 2023年1月20日(金)　17:00必着
大会事務局 ： 〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村大字神城２２５４８　白馬五竜観光協会内

ＴＥＬ：０２６１－７５－３７００　　ＦＡＸ：０２６１－７５－３９２６

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会事務局

【新型コロナウイルス感染症対策について】  <参加選手及び関係者の皆様へお願い> 
①大会7日前から大会当日までの間に健康チェックシートの懸念事項に回答する場合は出場の見合わせをお願いします。 
②検温を行っている施設では、検温の実施にご協力をお願いします。 
③手指の消毒設備のある場所では、消毒を必ず行ってください。 
④マスクは常に着用をお願いします。(屋外は防寒・暴風の為のフェイスマスクやネックウォーマーでも可能です。) 
➄こまめな手洗いをお願いします。 
⑥リフト・スタート・フィニッシュエリアでは、1～2mの距離の確保をお願いします。 



【提出用】
（ふりがな） 28日 29日 生年月日
選手氏名 企画参加希望 大会参加 西暦

参加は〇 部門番号 学年
ナスターレース選手ID

（ふりがな） 所属・チームランキング
選手所属・チーム名

自宅住所 〒 －
電話番号 - -

緊急時の近親者連絡先
続柄 電話番号 - -

加入スポーツ傷害保険 振込者氏名

［未成年選手の保護者］ 
上記の者が、この大会に参加するにあたり、自己責任に基づく事故発生の場合は私の責任において処理いたします。

印

※所属名は、同じクラブ内で書き方を統一してください。
※振込にて入金の場合、振込者氏名は、振り込みの際の「振込依頼人名」をご記入ください。
※ビブは各所属・チームごとに一括して代表者の方に配布します。
※主催者は大会中の事故について応急処置はしますが、以後の責任は一切負いません。
※ナスターレース選手IDは登録者のみご記入ください。　記入していない場合はN-POINTが付与されません。
※ナスターレース選手ID情報について、学校・住所・チームなどが変わった場合、各自ナスターレース協会ホームページからログインし、
　登録内容を更新してください。申込用紙に記載されている内容と、ID登録情報が違う場合、申込用紙の情報を優先させて頂きます。

感染防止のために主催者が決めたその他の措置の順守、指示に従います。
新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA)を使用します。
(スマートフォンを持っていないこどもの参加者の場合はコーチまたは保護者が使用します。)
私個人の責任(未成年の場合は保護者の責任)において、健康管理に十分な注意を払い大会に参加し、
大会当日までの1週間分の健康チェックシートを提出いたします。
大会当日までの2週間以内に下記の項目に該当する場合、大会への参加を取りやめます。
また、その際、参加費の返金は無いことについて異議を申しません。
①発熱(37.5℃以上)を認める。 ②せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。 
③だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 ④嗅覚や味覚の異常がある。
➄体が重く感じる、疲れやすい等の症状 ⑥新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴がある。
⑦同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる。
⑧参加14日前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地 域等への渡航歴がある、
　または当該在住者との濃厚接触歴がある。
大会参加中に37.5度以上の発熱等があった場合は、速やかに大会の参加を中断し、主催者の指示に従います。

また、通院にかかる交通費を含む費用について自己負担にて対応します。
大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の
有無等について報告いたします。
万が一、新型コロナウイルスを含む疾病、ケガやその他災害等によって、
参加者本人による意思表示ができなくなった場合に備え、近親者の緊急連絡先を提出します。

大会、キャンプ参加申込書　兼　誓約書　【提出用】

保護者署名

　 　
　　

携帯電話

連絡先氏名

年　　　月　　　日

（申込書2枚に記入して、1枚は控えとして選手で保管をお願いします。）

年齢 満　　　　　　　歳

※チーム申し込みの場合記入してください。

所属・チーム代表者名・連絡先

新型コロナ感染防止対策等について
　　下記の遵守事項を良くお読みになり、チェックを入れてください。ご同意いただけない場合は大会に参加できません。

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会 
presented by LAND ROVER 



【参加者控え】　企画のみの参加者は、氏名、28日に〇、年齢、住所以下の欄を記入
（ふりがな） 28日 29日 生年月日
選手氏名 企画参加希望 大会参加 西暦

参加は〇 部門番号 学年
ナスターレース選手ID

（ふりがな） 所属・チームランキング
選手所属・チーム名

自宅住所 〒 －
電話番号 - -

緊急時の近親者連絡先
続柄 電話番号 - -

加入スポーツ傷害保険 振込者氏名

［未成年選手の保護者］ 
上記の者が、この大会に参加するにあたり、自己責任に基づく事故発生の場合は私の責任において処理いたします。

印

※所属名は、同じクラブ内で書き方を統一してください。
※振込にて入金の場合、振込者氏名は、振り込みの際の「振込依頼人名」をご記入ください。
※ビブは各所属・チームごとに一括して代表者の方に配布します。
※主催者は大会中の事故について応急処置はしますが、以後の責任は一切負いません。
※ナスターレース選手IDは登録者のみご記入ください。　記入していない場合はN-POINTが付与されません。
※ナスターレース選手ID情報について、学校・住所・チームなどが変わった場合、各自ナスターレース協会ホームページからログインし、
　登録内容を更新してください。申込用紙に記載されている内容と、ID登録情報が違う場合、申込用紙の情報を優先させて頂きます。

感染防止のために主催者が決めたその他の措置の順守、指示に従います。
私個人の責任(未成年の場合は保護者の責任)において、健康管理に十分な注意を払い大会に参加し、
大会当日までの1週間分の健康チェックシートを提出いたします。
大会当日までの2週間以内に下記の項目に該当する場合、大会への参加を取りやめます。
また、その際、参加費の返金は無いことについて異議を申しません。
①発熱(37.5℃以上)を認める。 ②せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。 
③だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 ④嗅覚や味覚の異常がある。
➄体が重く感じる、疲れやすい等の症状 ⑥新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴がある。
⑦同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる。
⑧参加14日前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地 域等への渡航歴がある、
　または当該在住者との濃厚接触歴がある。
大会参加中に37.5度以上の発熱等があった場合は、速やかに大会の参加を中断し、主催者の指示に従います。

また、通院にかかる交通費を含む費用について自己負担にて対応します。
大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の
有無等について報告いたします。
万が一、新型コロナウイルスを含む疾病、ケガやその他災害等によって、
参加者本人による意思表示ができなくなった場合に備え、近親者の緊急連絡先を提出します。

所属・チーム代表者名・連絡先

（申込書2枚に記入して、1枚は控えとして選手で保管をお願いします。）

(控え用)

大会、キャンプ参加申込書　兼　誓約書

年　　　月　　　日

年齢 満　　　　　　　歳

新型コロナ感染防止対策等について
　　下記の遵守事項を良くお読みになり、チェックを入れてください。ご同意いただけない場合は大会に参加できません。

※チーム申し込みの場合記入してください。

　　

　 　

携帯電話

保護者署名

連絡先氏名

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会 
presented by LAND ROVER 



　白馬五竜リーゼンスラローム大会も50回の節目の開催にあたり、宿泊プランを企画いたしました。
参加費・エントリー費・リフト券・宿泊がセットになったお得なプランです。
また、大会に参加しない同行者の方もお申込みいただけます。この機会にぜひご利用ください。

区分 Ｓプラン Ａプラン Ｂプラン Ｃプラン Ｄプラン Ｅプラン Ｆプラン
① トライアル[1]～[4] 小学生 16,500円 11,000円 10,500円 10,000円 9,500円 9,000円 8,500円
② 小学1年～3年[5][6] 小学生 17,500円 12,000円 11,500円 11,000円 10,500円 10,000円 9,500円
③ 小学4年～6年[7][8] 小学生 18,500円 13,000円 12,500円 12,000円 11,500円 11,000円 10,500円
④ 中学生[9][10] 中学生 22,500円 16,000円 15,000円 14,500円 14,000円 13,500円 13,000円
⑤ 70歳以上[11][17] 大人 22,500円 16,000円 15,000円 14,500円 14,000円 13,500円 13,000円
⑥ 大人[12]～[16]、[18]～[22] 大人 23,500円 17,000円 16,000円 15,500円 15,000円 14,500円 14,000円
⑦ 同行者中学生以上大人 大人 20,000円 13,500円 12,500円 12,000円 11,500円 11,000円 10,500円
⑧ 同行者小学生 小学生 16,000円 10,500円 10,000円 9,500円 9,000円 8,500円 8,000円

※

※
※
※

から、大会参加費を差し引いた額について下記の料率で取消料がかかります。
1月12日以前 1月13～20日1月21～24日1月25・26日 1月27日 1月28日
大会参加費 10% 20% 30% 40% 50%

例：②小学生1～3年の部でＦプラン9,500円を宿泊日の前日1月27日に取消の場合(代金支払済み)
⇒　取消料としてかかる金額：大会参加費2,000円+(プラン代金9,500円－大会参加費2,000円)×50%=取消料5,750円(3,750円の払戻し)

※ 旅行企画／実施 白馬五竜宿泊案内所／(有)白馬オペレーションセンター
〒399-9211　長野県北安曇郡白馬村神城22548 　長野県知事登録旅行業2-443号

ＴＥＬ　０２６１－７５－３１３１
https://www.hakubagoryu.com

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会 presented by LAND ROVER
エントリー費・リフト券付き宿泊プラン

部門

リーゼンスラローム大会参加費(⑦⑧の同行者料金には含まれません。)
大人2,500円・小学生1,500円追加

代金に含まれるもの

オプション追加料金

大人2,500円・小学生1,500円割引リフト券なしに変更

リフト1日券を2日券に変更

宿泊代(1泊につき夕食・朝食付き)
リフト1日券(ナイターは含まれていません)

希望する宿によって料金プランが異なります。詳しくは、ホームページを確認いただくか　ホームページ
のリストに掲載がない場合などはお電話等にて、お問合せ下さい。

全国旅行支援など対象とできる宿泊割が発表された場合は、対象プランとする予定です。
お申込み後の取消はキャンセル料の対象となります。なお、大会参加費の払戻しはありませんので、16日以上前に

前日1月28日ポール練習会参加 4,000円(大人・小学生共通)
1名1室 S～Ｄプラン1,000円、E・Fプラン500円増

1月29日の朝食は、受付時間にあわせ6:00～6:30頃用意いたします。

お電話でのお申込み
ホームページからのお申込み

取消した場合でも、大会参加費は返金できません。宿泊日の15日を切った取消は、大会参加費に加え、プラン代金

無連絡不参加
100%



1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29

月 火 水 木 金 土 日

体調が良くない時など ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

保護者確認欄(チェックして下さい)

⑨　味覚　・　嗅覚に異常を感じる

朝の体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

⑦　息苦しさがある（いつもと違うくるしさ）

⑧　同居の方に具合の悪い人がいる

⑤　からだがだるい

⑥　発熱がある

③　痰（たん）がからむ　・　痰がでる

④　鼻水がでる　・　鼻づまりがある

第51回白馬五竜リーゼンスラローム大会　presented by LAND ROVER

新型コロナウィルス感染症についての健康チェックカード

体調について、今日の日付の欄に記入をしてください 異常なし　✔　・　体調が悪い　○　・どちらとも言えない　△

　　本人署名 　　保護者署名　　　　　　　　　　　　　　(未成年の場合)

体調はいいですか？

日　　　　付

①　のどが痛い

②　咳（せき）がでる
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