＜雪合戦 旭 ２０２０ 開催要項＞
第２２回 島根県雪合戦大会
雪合戦旭 2020
開 催 要 項

１ 期 日 令和２年１月２５日（土）～令和２年１月２６日（日）
２ 会 場 市木ふれあい広場（旧市木小学校校庭）
※雪不足の場合、雪球用の雪を確保し、旭公園野球場で行う
※雨天時、雪球用の雪が確保できない場合、旭公園市民体育館で行う
３ 主 催 島根県雪合戦大会実行委員会
４ 協 力 島根県雪合戦連盟・石央商工会・市木自治会
５ 協 賛 旭町建設業協会、JA しまね、旭温泉旅館組合、石央森林組合
（申請中） アサヒビール㈱山陰支社、日本海信用金庫、㈱山陰合同銀行浜田支店
アサヒテングストンスノーパーク、石見ケーブルビジョン㈱
島根あさひ社会復帰促進センター民間事業者、ALSOK あさひ播磨㈱
(公財)ごうぎん島根文化振興財団 ほか
６ 後 援 島根県、島根県教育委員会、浜田市、浜田市教育委員会、浜田市体育協会
（申請中） NHK 松江放送局、山陰中央テレビ、BSS 山陰放送、日本海テレビ
エフエム山陰、朝日新聞松江総局、山陰中央新報社、読売新聞松江支局
中国新聞社、毎日新聞松江支局
７ 日 程 １月２５日（ジュニアリーグ・レディースリーグ・チャンピオンズリーグ予選）
８：１５ 受付開始
（予定）
８：４５ 監督会議
９：００ 開会式
９：４５ 競技開始
１６：００ 試合終了予定 ※試合終了後 表彰式
１月２６日（フレンドリーリーグ・チャンピオンズリーグ決勝トーナメント）
８：１５ 受付開始
８：４５ 監督会議
９：００ 開会式
９：３０ 競技開始
１５：１５ 試合終了予定 ※試合終了後 閉会式

-1-

＜雪合戦 旭 ２０２０ 開催要項＞
８ 参加資格 小学生以上
９ 登録者数 監督１名、競技者７名以上９名以内
（ジュニア・フレンドリーについては、補欠としての競技者数制限無し）
１０ ルール 日本雪合戦連盟競技規則・審判規則集による
１１ 試合方法 ・予選リーグ（又はリンク戦）、決勝トーナメント方式で行う
・予選リーグの順位決定は、勝数・セット率等により決定する
・１セット３分の制限時間で、３セットマッチとする
ただし、フレンドリーリーグの予選については２セットマッチとする
・雪球は、１セット９０個とする
１２ リーグおよびチーム編成
○各リーグのチーム編成及び募集枠は次のとおりとする
○ジュニアリーグ以外の監督は選手を兼ねることができる
備 考
リーグ名
試合の特徴 監督 選手 補欠 （選手性別等）
チャンピオンズ 雪合戦を極めた １ ７ ２ 性別制限なし
島根を制する戦い 名 名 名 小学生以上
リーグ
フレンドリー 雪合戦を楽しみ １ ７ 制限 性別制限なし
ながらの戦い 名 名 なし 小学生以上
リーグ
レディース 栄冠をかけた １ ７ ２ 選手・補欠は女性
熱き女性の戦い 名 名 名 小学生以上
リーグ
元気はつらつ １ ７ 制限 選手・補欠は
ジュニア
小学生の戦い 名 名 なし 小学生のみ
リーグ
※相互審判による大会運営を行います

募集
開催日 チーム
枠
25、26 日 １２
(土、日)
26 日 ２４
（日）
25 日
（土） ８
25 日
（土） ８

チャンピオンズリーグへの出場条件
下記のいずれかに該当し、大会両日に審判または運営のお手伝いが可能なチーム
・島根県雪合戦連盟に所属しているチーム
・日本雪合戦選手権大会及び昭和新山国際雪合戦出場をめざしているチーム(県外チームのみ)
１３ 全国大会出場資格授与
第７回スポーツ雪合戦日本選手権大会
スポーツ雪合戦日本選手権大会（
日本選手権大会（長野県白馬村）
長野県白馬村） 令和２年
令和２年３月７日、８
日、８日開催
○チャンピオンズリーグ及びレディースリーグにおいて、島根県雪合戦連盟に登録してい
るチームのうち、優秀な成績をあげたチームに島根県雪合戦連盟推薦として標記大会の出
場資格を与える。
○島根県雪合戦連盟より出場に必要な旅費の一部を助成する
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１４ 表彰・特別賞
○各リーグの上位チームには賞状、トロフィー及び副賞を授与する
○フレンドリーリーグの参加チームから、チームフラッグ賞及びコスチューム賞を選定し
副賞を授与する
○ジュニアリーグの参加チームから、チームフラッグ賞を選定し副賞を授与する
○同チーム名において、連続５回及び１０回参加チームには記念品を授与する
※ただしジュニアチームは除く
１５ 参加料
○チャンピオンズ・フレンドリー・レディースリーグ １チーム １２，０００円
※選手が中高生のみで構成されているチームは ６，０００円
○ジュニアリーグ
１チーム １，０００円
１６ 申し込み・問い合せ先
①次のホームページより申込書をダウンロードし、必要事項を入力し、電子メールにて
下記に送付する
島根県雪合戦連盟ＨＰ ⇒https://www.shimane-yukigassen.com/
（FAX 又は郵送にても受け付けますが、期限内の電子メール送信にご協力下さい）
②必要な参加料を下記に送金する
上記の①・②の手続きの完了をもって申し込みとする
※電子メール、FAX による申し込みの場合は、送信（記載）アドレス宛て確認メールを
送信しますので、申込書の「受け取り」をご確認下さい

申し込み期限 令和元年１
令和元年１２
年１２月１１日（
１１日（水
日（水）午後５時
※申込書は期限内に必着のこと、送金は送金手続き完了期日とする。ただし１２月１３日
午後３時をもって入金が確認できない場合は、キャンセルとみなします
※期限を過ぎての申し込み、参加料の振り込みが無いものは、受け付けません
※１２月１１日の申し込み受付締め切り後に、申し込み順により出場チームを確定し、参
加料の入金が確認された団体には「参加確定通知」等を送付します
（申し込み先・問合わせ先）
島根県雪合戦大会実行委員会
〒697-0425 島根県浜田市旭町今市６３７
E-mail a-kyouiku@city.hamada.lg.jp
TEL 0855-45-1440 FAX 0855-45-8018
（参加料振り込み先）
ゆうちょ銀行 【記号】15310 【番号】9172301
口座名義 島根県雪合戦大会実行委員会 実行委員長 岡村 宏
※他金融機関から振り込まれる際は次の内容を指定してください
【店名】五三八 【店番】538
【店番】538 【口座番号】091723
【口座番号】0917230
0917230
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・振り込みは、チーム代表者名義で行ってください
・振り込み手数料は、各出場者でご負担下さい
・振り込まれた参加料は、欠場の場合でも返金しませんのでご了承下さい
・申し込みが超過し出場ができないチームにはその旨連絡し参加料を返金します
１７ 代表者会議・審判講習会の開催
◇代表者会議 日時 令和２年１月１２日(日) 午前１１時～
会場 旭公園市民体育館(浜田市旭町今市)
○各チーム代表者は、必ず参加してください
遠方等で参加が困難なチームは、必ず事前に事務局に連絡してください
○伝達事項【伝達事項については後日の送付等はおこないません(事前連絡済み参加者を除く)】
・競技方法、会場・運営等の諸注意並びに協力要請
・対戦カード、日程詳細、駐車券配布 他
○組み合わせ抽選を行います
◇審判講習会 日時 令和２年１月１２日(日) 午前９時～(１２０分程度)
○日本雪合戦連盟公認 C 級審判講習会(認定講習・更新講習)を行います。相互審判での
大会運営を行いますので、申し込み時に規定人数の審判が所属しないチームは必ず参加
してください。詳細につきましては、確定通知にあわせ別途案内します
１８ その他 注意事項・連絡事項
①参加チームはチームフラッグを用意し、大会当日持参してください
チームフラッグの規格は布製（1 枚布）で縦 50 ㌢×横 70 ㌢とし、結びひもを上下二箇所
につけておくこと。規格外のフラッグは試合では使用できません

②参加チームは必ずルールブックが必要となります
参加チームは必ずルールブックが必要となります(
ルールブックが必要となります(１冊 1,000 円)
代表者会議または大会当日にお買い求めの上、大会当日
代表者会議または大会当日にお買い求めの上、大会当日受付で提示
大会当日受付で提示してください
受付で提示してください
③大会開催中に発生した傷害・事故・紛失等について、主催者は応急処置以外の責任を負い
かねますので、各自もしくはチームの責任において保険加入等の措置を行ってください
④申込書に記載された個人情報は、大会運営のみに使用します。また、記載されたチーム名、
チーム所在地、代表者名、チーム紹介、監督・選手名は、大会プログラムに記載されます。
大会時の写真等の記録撮影ならびに、映像の報道機関・インターネット上への掲載につい
ては、版権は主催者に属します
⑤昼食はバザー・軽食コーナーをご利用ください
⑥選手及び来場者のみなさんは十分な防寒対策を各自で行ってください
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