第１５回 インラインフェスティバル
大会初心者でも安心して参加できるインラインスケート運動会！
スケート初級者も５つの競技で充実した２日間！
個人で参加でもわいわいチームで参加でもたっぷり楽しむことができることをお約束します！！！

大会要項・スケジュール
大会名

第１５回インラインフェスティバル

日 時

平成２９年９月１６日（土）・１７日（日）

場 所

新潟県・神立スキー場駐車場 特設コース

主 催

インラインフェスティバル実行委員会

後 援

㈱マックアース・神立スキー場

協 賛

Rollerblade/PeakPerformance/HESTRA/SWANS/SMITH/swix/VAAM/クレブスポーツ 予定

フェスティバル主旨

フェスティバル内容

競技：１

インラインスケートの技術向上・普及、及びスキートレーニングへの応用研究やインライ仲間との交流を目的とし
て、様々なコンテスト（競技）による大会とする。競技ごとの成績によりポイントを獲得し、合計ポイントによりチー
ム順位を決定する。
 インラインフェスティバルは、５競技を開催します。
 ４つの競技（タイムチャレンジ除外）での総獲得ポイントにより「最強インラインスキーチーム」を決定します。
 競技、競技内容は以下の通りです。
競技名
競技内容
●テクニカル・コンテスト
４種目のインラインスキー技術選 / 個人競技
●インラインアルペン
２本合計タイムのスラローム種目 / 個人競技
●シンクロ・コンテスト
２人１組の同調滑走 / ２人組競技
●リレー・トーナメント
バトンリレーによるトーナメント戦 / ４人組競技
やさしいセットの特設コースでのタイムアタック種目 / 個人競技
●タイムチャレンジ
※小学１-３年生、インラインアルペン不参加のジュニアクラスの選手、お
チームポイント対象外
よびルーキークラスの選手対象

テクニカル・コンテスト （インラインスキー技術選・個人競技）

競技日
種 目
種目内容

クラス

審査内容

審査方法・順位

競技規則
表 彰

＜両日雨天の場合は、９/１８（祝）に順延＞

９月１６日（土）：２種目 ９月１７日（日）：２種目
小回り・フリー/小回り・規制/中回り・規制/総合滑降・規制の４種目
 小回り・フリー：素早い動きで軽快にショートターン
 小回り・規制：スペースコントロールされた中でのショートターン
 中回り・規制：パイロン規制された中でスムーズかつ伸びやかなミドルターン
 総合滑降・規制：ゾーン規制の中をリズム変化でターンアレンジ
■ジュニア：小学生の方。但し、ＳＡＪ１級以上、ＳＩＡゴールド取得者及び、過去大会での優勝者はルーキーク
ラスでのエントリーとなります。 （男女混合）
■ルーキー：インライン経験２年未満の方。但し、ＳＡＪ１級以上、ＳＩＡゴールド取得者及び、過去大会での優
勝者はエリートクラスでのエントリーとなります。 （男女・学生・社会人混合）
■エリート女子：中学生以上の女子 （希望者のみスタート台使用）
■エリート学生：中学生以上の男子学生（中学・高校・大学の生徒） （希望者のみスタート台使用）
■エリート男子：男子社会人 （希望者のみスタート台使用）
審査員、観客全てを感動させる滑り
 １種目、各審査員（３名）１００点満点で、３審３採用の３００点満点の演技点とする
 小回り規制種目ではタイム計測を行い、タイム点（算出方法は競技規則を参照）を演技点に加算する
 ４種目の合計得点によりクラス別に順位をつける
 全種目実施できない場合の順位決定は実行委員会の判断に委ねる
 同点の場合は、以下の得点が高い順とする。（①小回り・フリー、②小回り・規制、③中回り・規制、④総
合滑降・規制）
別紙参照
クラス別に総合６位まで表彰

競技：２

インラインアルペン （アルペンスラローム種目・個人競技）

競技日
種 目
競 技

９月１６日（土）
スラローム
２本合計タイムによる順位
●ジュニア：小学生（低学年も参加可能）。 但し、ＳＡＪ１級以上、ＳＩＡゴールド取得者及び、過去大会での
優勝者はエリートクラスでのエントリーとなります。（男女混合）
●ルーキー：インライン経験２年未満の方。但し、ＳＡＪ１級以上、ＳＩＡゴールド取得者及び、過去大会での優
勝者はエリートクラスでのエントリーとなります。 （男女・学生・社会人混合）
●エリート女子：中学生以上の女子 （スタート台使用）
●エリート学生：中学生以上の男子学生 （スタート台使用）
●エリート男子：男子社会人 （スタート台使用）
 クラス別に、タイムが早い順に順位をつける。
 同タイムの場合は、同順位とする。
別紙参照
クラス別に６位まで表彰

クラス

順 位
競技規則
表 彰

競技：３

シンクロ・コンテスト （２人組競技）

競技日
種 目

９月１６日（土）
２人組によるシンクロ（同調）滑走
 規則正しく並んでいるコーンの間を２人で息を合わせて滑り降りてくる
 １ペア１本

種目内容

●オープンペア：テクニカルコンテストのジュニアクラス及びルーキークラスの選手を１名以上含むペアと女子選手
クラス

同士のペア

審査内容
審査方法・順位
競技規則
表 彰
１人で参加の場合

競技：４

リレー・トーナメント （４人組競技）

競技日
種 目
種目内容
クラス
順 位
競技規則
表 彰
メンバー不足の場合

競技：５
競技日
種 目
競 技
参加資格
順 位
競技規則
表 彰

●エリートペア：テクニカルコンテストのエリートクラスの選手ペア
２人の一糸乱れぬシンクロ性とスピード
 ３名の審査員（各１００点満点）と、タイム点（算出方法は競技規則を参照）を加算した４００点満点
 最高得点ペアを１位とする。そこから得点の高いペアの順に順位をつける
 同点の場合は、タイムが速いペアを上位とする
別紙参照
クラス別に総合６位まで表彰
１人で参加する方で、シンクロ・コンテストに参加希望の方は、申込用紙に「相手探してます」にチェックしていた
だくと、実行委員会で相手を探し、ペアを組むことが可能となります。

９月１７日（日）
４名１組で特設コースをバトンリレー
３チーム（ヒートによっては２チーム）同時スタートで、早いチームの勝ち残りトーナメント
レベル・性別関係なし。女性（３秒）、小学生（４秒）を含むチームは、対象者数の秒数をフライングスタート。
トーナメントを勝ち残り、決勝により順位を決定
別紙参照
上位３チーム表彰
メンバー不足や１人参加の方でリレー参加希望者は申込用紙に「出たい」にチェックしてください。

タイムチャレンジ （タイムアタック種目・個人競技・チームポイント対象外）
９月１６日（土）
タイムアタック （特設タイムチャレンジコース）
１本勝負によるタイムチャレンジでの順位
小学生低学年（小学３年生まで）とインラインアルペン不参加のジュニアクラス（小学校高学年）、およびルーキー
クラスの選手（小学校高学年の方はインライン経験２年未満）
 タイムが早い順に順位をつける。
 同タイムの場合は、同順位とする。
別紙参照
６位まで表彰

最強インラインスキーチーム決定
内 容

ポイント

チーム獲得ポイント

登録チーム
順 位
表 彰

インラインフェスティバルでの４つの競技の総獲得ポイントにより順位を決定する。
 テクニカル・コンテスト/インラインアルペン/シンクロ・コンテストでは、３競技の各クラスにそれぞれ、１位
=100P、以下１つ順位を下げるごとに-5P。２０位=5P、を獲得することができる。
 リレー・トーナメントでは、1 位=200P、2 位=160P、3 位=120P、準決勝進出チーム=80P。
 シンクロ・コンテスト/リレー・トーナメントで、混成チーム（違うチームで結成された組）で参加の場合は、獲
得ポイントを人数で割りそれぞれにポイントを与える。ただし、小数点はカット。
以下に示す競技ごとの登録チーム内での獲得ポイント上位者がチーム獲得ポイントとなる。クラスに関係なく、そ
の競技の獲得ポイント上位者が対象となる。
●テクニカル・コンテスト： チーム内の上位４名
●インラインアルペン：
チーム内の上位３名
●シンクロ・コンテスト：
チーム内の上位２チーム
●リレー・トーナメント：
チーム内の上位１チーム
 申込用紙に記入した登録チームとする。
 未記入による申込の場合は、最初の競技開始まで登録チームの登録及び変更を受付ける。
 チームの登録人数、メンバー構成に制限はない。
 総獲得ポイントが多い順に、順位をつける。
 同点の場合は、リレー・トーナメントの上位チームが上位となる。
６位まで表彰。最強チームはクリスタルトロフィーと賞金５万円（参加者 120 名を超えた場合）を贈呈。

共通事項
参加資格









注意事項







インラインスケートで停止できる方
賠償責任保険及び傷害保険に加入している方
大会実行委員会が参加にふさわしくないと判断した場合は参加できません
使用用具制限はありません
ヒールブレーキはできるだけ使用してください。 （推奨）
競技前にトライアルを行う場合は、ビブは着用しないでください。
大会開催中、滑走時は、プロテクター、リストガード（グローブ代用可）、ヘルメットを着用してください。スト
ックを使用する場合は、石突きゴムを必ず着用してください。
ストックの使用は自由とします。ただし、インライン・コンテスト（小回り・規制種目）、シンクロ・コンテスト、タ
イムチャレンジ及びリレー・トーナメントは、ストック無しで行います。
当日、時間内に受付を済ませられない場合は失格となります。
天候、コース状況、特別な事情により種目、コース、スケジュールが変更になる場合は場内放送にて案内
します。
競技規則の変更がある場合は、プログラム及び、開会式（選手会）にて改訂とします。
滑走禁止場所での滑走はご遠慮ください。

参加費・申し込み
参加費
募集人数
申込み方法
申込・問い合わせ先
申込み期限
キャンセル

●インラインフェスティバル参加費（参加競技数に関わらず）
一般：￥8,000 / 中～大学生：￥7,000 / 小学生：￥6,000
全ての競技で、合計２００名
２名以上でお申し込みの場合は、チーム申込用紙がありますので、事務局までお問い合わせください。
e-mail
： info@smac.jp
Phone&FAX ： 025-775-7638
郵送
： 〒949-6102 新潟県南魚沼郡湯沢町神立 2704-2804 坂本康孝
９月７日（木）まで
原則として参加費の返金はしない

インラインフェスティバル スケジュール
９／１６（土）：１日目
開 場
受 付
開会式
テクニカル・コンテスト：小回り・フリー
小回り・規制 トライアル （ジュニア・ルーキー）
小回り・規制 トライアル （E 女子・E 学生・E 男子）
テクニカル・コンテスト：小回り・規制
シンクロ・コンテスト トライアル
シンクロ・コンテスト：オープンペア
シンクロ・コンテスト：エリートペア
SL インスペクション（１）
インラインアルペン：１本目
SL インスペクション（２）
インラインアルペン：２本目
タイムチャレンジ トライアル
タイムチャレンジ
シンクロ/インラインアルペン/タイムチャレンジ表彰式
テクニカル・コンテスト初日結果発表（予定）
９／１７（日）：２日目
開 場
中回り・規制 トライアル
テクニカル・コンテスト：中回り・規制
総合滑降・規制 トライアル
テクニカル・コンテスト：総合滑降・規制
リレー・トーナメント トライアル
リレー・トーナメント
閉会式・表彰式

時 間
７：００～
８：００～ ８：２５
８：３０～ ８：４５
９：００～ ９：４０
９：４５～１０：００
１０：００～１０：１５
１０：２０～１１：００
１１：０５～１１：３０
１１：３０～１１：４５
１１：４５～１２：００
１２：１５～１２：３０
１２：３５～１２：５０
１３：００～１３：１５
１３：２０～１３：３５
１３：４５～１４：０５
１４：１０～１４：３０
１５：３０～
１６：００～
時 間
７：００～ ８：３０
８：３５～ ８：５５
９：００～ ９：４０
９：４５～１０：０５
１０：１０～１０：５０
１１：１０～１１：５０
１２：００～１３：３０
１４：３０～１５：３０

内 容
コースにて練習可能 ～８：２５まで
本部テント
本部テント
コース
コース：１人２回まで ビブは使用しない
コース：１人２回まで ビブは使用しない
コース
コース：１ペア３回まで ビブは使用しない
コース
コース
コース：スケートを脱いでインスペクション
コース
コース：スケートを脱いでインスペクション
コース
コース：１人２回まで ビブは使用しない
コース：コース撤収後練習可能
ゴール付近 １７時以降は滑走できません
本部テント付近
内 容
コースにて練習可能
コース：１人２回まで ビブは使用しない
コース
コース：１人２回まで ビブは使用しない
コース
ゴールエリア付近
コース
ゴールエリア：雨天の場合センターハウス 1F

