2019/2020シ ー ズ ン

Ｓ Ａ Ｊ ・ Ｆ Ｉ Ｓ 競 技 者 の 事 前登 録 に つ い て

１ 競技者登録とは
公益財団法人全日本スキー連盟（SAJ）及び国際スキー連盟（FIS）が公認する競技会へ出場す
る場合、行わなければならない登録のことです。SAJ公認大会へ出場する全ての競技者は、大
会エントリーする前までに“SAJ競技者登録”を完了していなければなりません。
またSAJ競技者登録をする（した）競技者のうち、FIS公認大会へ出場する全ての競技者は、大
会エントリーする前までに“FIS競技者登録”を完了していなければなりません。
どちらの登録も、単年度ごとに手続きをする必要があります。
《注意》
FIS 公認大会では、大会 TD の権限により事前に SAJ を通じて FIS 競技者登録をしなくても大会
に出場できる場合があります。この場合は事後、必ず競技者登録申込みをしなければなりませ
ん。違反した場合は、競技者登録規程第８条に基づき、登録を取り消す場合もあります。

２ 競技者登録方法
SAJ ホームページ内の SAJ データバンクから、自分が登録する競技を選択し、「事前登録用
2019/2020 各競技 SAJ 競技者登録申込書」を作成してください。プリントアウトし手書きで記
入し作成することもできます。
2013/2014 シーズンから、会員登録と競技者登録のシステムが統合したことに伴い、競技者登
録の事前登録の際に、会員登録も同時に行うこととなっております。
所属団体を移籍される場合には、会員登録欄の「移籍」ボタンを押し、移籍の手続きをお願い
いたします。
また、住所・電話番号を変更される場合には、新しい住所・電話番号をご記入ください。

申込書は、競技者から所属団体（所属クラブ）へ、所属団体から加盟団体（当該都道府県スキ
ー連盟及び（公社）全日本学生スキー連盟）へ提出してください。直接 SAJ に申込書を送付し
ても受付けられません。
登録の流れ ： 競技者→所属団体（所属クラブ）→加盟団体→SAJ→SAJ データバンク
申込締切 ： 加盟団体指定の締切日（所属の加盟団体に確認してください）

FIS ポイントリスト No1 への掲載を希望される方、及び、サマーシーズン（主に 7～11 月中）
の SAJ・FIS 公認大会に参加される方は事前競技者登録をお願いいたします。
また、2019/2020 シーズンに競技を行うことがすでに確定している方も事前競技者登録をご利
用いただけます。
・
（例年では 9 月下旬に発行される）スノーボードの FIS ポイントリスト No2 に掲載を希望さ
れる方は出来る限り事前競技者登録をお願いいたします。
・2018/2019 シーズンにて FIS シングルペナルティを申請された選手は必ず 2019/2020 シーズ

ンの FISNo1 ポイントリストに掲載されるよう事前競技者登録を行ってください。
・登録完了後のキャンセルは受付けません。お申込みの競技の間違え等、ご注意ください。
・加盟団体を経由した申込書が、2019 年 6 月 3 日（月）18：00 までに SAJ 事務局に届いてい
なければなりません。
（SAJ への FAX による申込みは受付いたしません）
6 月 4 日以降に届いても処理は行いません。ご注意ください。
「事前登録用 2019/2020 各競技（ノルディック・アルペン・フリースタイル・スノーボード・
マスターズ・スピードスキー、以下〇〇と略す）競技者登録申込書」を使用して、2019/2020
シーズンの会員登録と競技者登録の事前手続きを行ってください。なお、SAJ 競技者登録を「更
新」する場合、会員登録番号の記入のない申込書は受け付けられませんのでご注意ください。
また、旧様式（旧年度の様式等）の競技者登録申込書ではお申込みいただけません。
＊ 2018/2019 シーズンのポイントを 2019/2020 シーズンへ継続できるのは、平成 31 年度の SAJ
会員登録・競技者登録を済まされた方になります。平成 31 年度に SAJ 会員登録・競技者登
録をされていない方のポイントは継続されませんのでご注意ください。
＊ 事前競技者登録期間終了後、8 月 1 日（予定）以降の受付開始までの一定期間は、競技者
登録を行うことができませんのでご了承ください。

登録完了 ： 事前登録用 2019/2020 各競技 登録申込書を提出し、ウェブ上の競技ごとのバ
イオグラフィーから、氏名または、競技者番号で検索し、「登録済み」と表示されていれば登
録完了になります。必ず確認してください。

３ 競技者登録申込書
SAJ データバンクウェブ上で申込書を作成し、印刷してください。4 月 22 日ごろから SAJ 競技
データバンクより、
「事前登録用 2019/2020 各競技登録申込書」が PDF にて使用できます。
「お知らせ」より、登録申込書をダウンロードし印刷してください。
（
「登録・申請」 新規登録（事前）または更新登録（事前）より WEB 上で直接入力したもの
を印刷できる申込み様式は、5 月 20 日ごろより使用できます。）
更新の場合は、競技者番号を入力すると各項目（公開情報のみ）が表示されます。先シーズン
から変更がある場合は訂正してください。
新規登録の場合は、すべての項目を入力（記入）してください。
なお、更新の方で会員番号の入力（記入）のない申込書は受け付けられません。会員番号はお
手元の会員証、または所属の加盟団体にてご確認ください。
また、旧様式（旧年度の様式等）の競技者登録申込書ではお申込みいただけません。

４ 選手宣誓書
SAJ 及び FIS へ登録する競技者は、選手宣誓書の提出が必須条件です。
本人の署名がない、未成年の方で保護者の署名（保護者署名欄は、所属コーチ及び監督等は不
可）がない等の不備がある場合は、SAJ・FIS 公認大会への出場は認められません。
SAJ 競技者登録と FIS 競技者登録にそれぞれ署名が必要になります。
SAJ 宣誓書は有効な書類が提出されていれば再度の提出は結構です。ただし、前シーズンの登
録をされていない方、加盟団体を移動しての移籍登録者についてはあらためて宣誓書のご提出
をお願いいたします。

５ 未成年（18 歳未満）競技者のドーピング検査実施について同意書の提出について
公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）の規定に従い、未成年（18 歳未満）の競技
者については親権者の署名がある同意書の提出を義務付けることになっています。登録申込み
の際に署名・捺印をした同意書のご提出をお願いします。
＊JADA の規定変更に伴い、未成年の扱いが 18 歳未満となっております。ご注意ください。
一度提出された方は 18 歳を過ぎるまでの再度のご提出は必要ありません。

６ 複数競技の登録について
2 競技以上登録をする場合は、申込書はそれぞれ一枚ずつ作成してください。競技者登録料も
それぞれ発生します。
ただし例外として、ノルディック競技の申込書はジャンプ・コンバインド・クロスカントリー
で同じ書類（一枚）を使用します。登録料につきましても SAJ 競技者登録料は 1 競技分になり
ます。
（FIS 競技者登録料はジャンプ・コンバインド・クロスカントリーそれぞれ 1 競技ごとに
登録料が発生します。
）
《注意》
・クロスカントリーリレーに出場する場合は、クロスカントリーの競技者登録が必要です。

以下、申込書内の記載内容について説明します。
① 登録区分
会員登録：
「新規」
「継続」
「移籍」の 3 つの登録形態があります。
初めて会員登録をされる方、前年度会員登録をしていない方は「新規」、前年度会員登録をさ
れ所属団体の変更のない方は「継続」
、前年度会員登録をされ所属団体を変更される方は「移
籍」を○で囲んでください。
SAJ 競技者登録：
「新規」
「更新」の 2 つの登録形態があります。
競技者登録申込書の「新規」
「更新」のいずれか該当する方を○で囲んでください。
「申込済」とは既に当該シーズンの SAJ 競技者登録を申込済みで、FIS 競技者登録を追加する
場合です。
FIS 競技者登録：
「新規」
「更新」の 2 つの登録形態があります。いずれか該当する方を○で囲
んでください。
《注意》
FIS 公認大会に出場する予定のない競技者が、間違って FIS 登録に○をつけてしまった場合、
登録料が発生しますのでご注意ください。登録が完了してしまうと変更、キャンセルはできま
せん。また、FIS 競技者登録ができない年齢で申し込みをされる方も見受けられますので、
「FIS
競技者登録可能年齢一覧表」で必ず確認してください。
・SAJ、FIS それぞれ当該競技において全く初めて登録する方は「新規」になります。
・SAJ 競技者番号は 2008/2009 シーズン以降は永久番号になっていますので、番号を持ってい
る方は「更新」になります。
（登録していないシーズンがあっても「更新」になります。）番号
を持っていない方は「新規」になります。
・FIS 競技者番号は、永久番号のため、一度でも登録したことがある方は「更新」になります。
（登録していないシーズンがあっても「更新」になります。
）
②

SAJ 会員番号

競技者登録をする全ての競技者は、SAJ 会員登録をしなければなりません。初めて会員登録を
される方以外は必ず SAJ 会員番号を入力（記入）してください。
更新の場合は加盟団体を移籍しても SAJ 会員番号は変更になりません。
③ SAJ 競技者番号
更新の方のみ記入してください。
④ FIS 競技者番号
更新の方のみ記入してください。
⑤ 加盟団体名
所属する都道府県スキー連盟及び学生スキー連盟を入力（記入）してください。
SAJ 会員登録をする団体と競技者登録をする団体は同一でなければなりません。
⑥ 氏名
フリガナ・姓名・ヘボン式ローマ字を記入してください。
「ヘボン式ローマ字のつづり方」をご参照ください。
⑦ 生年月日
西暦で記入してください。
⑧ 性別
「男」
・
「女」を選択し○で囲んでください。
⑨ 電話番号・携帯番号
登録処理・運営上の理由で問い合わせをする場合がありますのでご了承ください。
⑩ 住所
更新の方で変更がある方は修正をお願いします。新規の方は入力（記入）をお願いします。
⑪ 所属名
所属名は、
「所属団体名」
、
「学校名・チーム名」と 2 つ記入する欄があります。所属団体名で
はない所属名を使用する場合は、
「学校名・チーム名」にも記入してください。
所属団体名：加盟団体に登録している（SAJ 登録会員証に記載されている）所属先名称のこと
です。所属団体一覧コード表から、自分の所属団体コードを検索し、6 桁の数字を正しく入力
（記入）してください。コード表に所属団体がない場合には、新規登録手続き中の場合が考え
られますので手書きで団体名を記入してください。
学校名・チーム名：競技者登録で使用する所属先名称のことです。バイオグラフィー、スター
トリスト、リザルト、ポイントリストに掲載される名称です。学校名・チーム名一覧コード表
から、自分の所属する学校名・チーム名コードを検索し、6 桁の数字を正しく入力（記入）し
てください。
正しく入力（記入）されないと違う所属団体・チームの登録処理になる場合や、登録が完全に
完了できません。コードは正しく入力（記入）していただくよう、ご注意ください。
なお、学校名・チーム名の記入がない場合には所属団体がバイオグラフィー、スタートリスト、
リザルト、ポイントリストに掲載されます。

《注意》
2013/2014 シーズンから、学校名・チーム名は登録制となりました。学校名・チーム名一覧に
名称がない場合は「学校名・チーム名称の登録申請書」を提出し、登録を行ってください。
なお、学校名・チーム名は、‘競技者登録 所属名称・チーム名記入についてのルール’に基づ
いて入力しますので予めご了承ください。
＊学校名・チーム名一覧コードは2015/2016シーズンより新しく整備し直しました。新しいコ
ード番号を確認し記入をしてください。
⑪ カテゴリー区分
該当する年代別の区分を○で囲んでください。

７ その他について
資格の削除
所持資格の削除をされたい方は、
「資格返上届」を競技者登録申込書に添付し送付してくださ
い。
一度削除された資格は、同年度内でも再度の追加登録することができません。ご注意ください。

８ 補償制度の加入
スキー補償制度では加入区分への厳密化を進めております。競技者につきましては競技選手保
険への加入となります。
（登録表ではご加入できません。競技選手保険へのお申込みは保険代
理店になります。
）

