
2014/2015 ＳＡＪ公認競技大会一覧【マスターズ】

期 日
申請団

体
開催地 大会名称 公認

カテゴ
リー

種目競技日 スキー場名 使用コース 大会事務局 〒 住所 TEL FAX
メール
アドレス

ＵＲＬ

12/20-12/21 秋田県
秋田県
鹿角市

2015 マスターズスキー秋田八幡平大会 SAJ B
GS男女 (12/20)
GS男女 (12/21)

秋田八幡平スキー場 トド松コース
マスターズスキー秋田八幡

平大会事務局
018-
5141

秋田県鹿角市八幡平字熊
沢国有林 秋田八幡平ス

キー場内
0186-31-2020 0186-31-2258

ski@sanrok
u-j.jp

http://ww
w.sanroku-
j.jp/ski/ski
-1.htm

12/26-12/28 秋田県
秋田県

北秋田市
2015マスターズスキー森吉山阿仁大会

クロスカントリー競技
SAJ B

CC男女マスターズＦ (12/27)
CC男女マスターズＣ (12/28)

高津森カントリーコース 高津森クロスカントリｰコース
マスターズスキー森吉山阿

仁大会 実行委員会
018-
4624

秋田県北秋田市阿仁鍵ノ滝
字鍵ノ滝79-5 阿仁スキー
場内 マスターズスキー森

吉山阿仁大会事務局

0186-82-3311 0186-82-3757
aniskiclub@
gmail.com

1/7-1/9 群馬県
群馬県
利根郡
片品村

第6回岩鞍カップマスターズスキー大会 SAJ B
GS男子（A・B)/女子(C) (1/8)第１戦
GS男子（A・B)/女子(C) (1/9)第２戦

ホワイトワールド尾瀬岩鞍 片品尾瀬岩鞍ＧＳＬコース
第6回岩鞍カップマスターズ

スキー大会 事務局
378-
0412

群馬県利根郡片品村土出
2609

0278-58-7777 0278-58-7755

resort@oze
-

iwakura.co.j
p

http://ww
w.oze-

iwakura.co.
jp/

1/12-1/13 埼玉県
群馬県
吾妻郡
嬬恋村

2015埼玉県マスターズ鹿沢大会 SAJ B
GS男子マスターズ(1/13)
GS女子マスターズ(1/13)

鹿沢スノーエリア 鹿沢スノーエリア大回転コース 埼玉県スキー連盟
338-
0001

埼玉県さいたま市中央区上
落合1-9-2-817

048-840-5773 048-840-5773
sas.jimukyo
ku@gmail.co

m

1/16-1/18 東京都
新潟県

南魚沼市 2015南関東ブロックスキーマスターズ大会 SAJ B

GS男子ﾏｽﾀｰｽﾞ[A・B]/女子ﾏｽﾀｰｽﾞ
[C](1/17)

GS男子ﾏｽﾀｰｽﾞ[A・B]/女子ﾏｽﾀｰｽﾞ
[C](1/18)

上越国際スキー場 大沢山大回転コース
(一財)東京都スキー連盟

事務局
102-
0093

東京都千代田区平河町1-
4-15 平河町小池ビル2F

03-3262-2491 03-3264-6540
toren@sepi
a.ocn.ne.jp http://ww

w.sat.or.jp/

1/17-1/18 新潟県
新潟県

南魚沼市
荒金

第8回八海山麓マスターズスキー大会 SAJ B
GS男女 (1/17)第１戦
GS男女 (1/18)第２戦 八海山麓スキー場 八海山麓GSLコース

八海山麓マスターズスキー
大会事務局

949-
7235

新潟県南魚沼市荒金56番
地1

025-779-3103 025-775-7109
hakkaisanro
ku@ivory.pl
ala.or.jp

http://hak
kai36.com/

1/20-1/21 長野県

長野県
北安曇郡
小谷村

第39回長野県マスターズ大会 SAJ B GS男女 (1/21) 栂池高原スキー場 栂池馬の背コース 小谷村体育協会
399-
9494

長野県北安曇郡小谷村大
字中小谷丙131

0261-82-3114 0261-82-3164

1/25 北海道
北海道
旭川市
神居町

第25回北海道マスターズスキー大会GS SAJ B
GS男女 (1/25)

カムイスキーリンクス
白樺コース

北海道スキーマスターズ大
会GS組織委員会

070-
8025

北海道旭川市神居町富岡
555-2 サンタプレゼント

パーク３Ｆ 旭川スキー連盟
0166-63-2857 0166-63-2857

info@kyokur
en.jp

http://ww
w.kyokuren

.jp/

1/29-1/30 埼玉県
新潟県

南魚沼市
樺野沢

2015埼玉県マスターズ上越大会 SAJ B
GS男子マスターズ(1/30)
GS女子マスターズ(1/30) 上越国際スキー場 上越国際スキー場大回転コース 埼玉県スキー連盟

338-
0001

埼玉県さいたま市中央区上
落合1-9-2-817

048-840-5773 048-840-5773
sas.jimukyo
ku@gmail.co

m

1/30-2/1 東京都
長野県
山ノ内町
志賀高原

第12回東京都マスターズスラローム競技会 SAJ B

SL男子ﾏｽﾀｰｽﾞ[A・B]/女子ﾏｽﾀｰｽﾞ
[C] (1/31)

SL男子ﾏｽﾀｰｽﾞ[A・B]/女子ﾏｽﾀｰｽﾞ
[C] (2/1)

志賀高原西舘山スキー場 西館山スラロームコース
(一財)東京都スキー連盟

事務局
102-
0093

東京都千代田区平河町1-
4-15 平河町小池ビル2F

03-3262-2491 03-3264-6540
toren@sepi
a.ocn.ne.jp http://ww

w.sat.or.jp/

1/31-2/1 北海道
北海道

歌志内市
歌神

第10回かもい岳マスターズスキー大回転競技大会 SAJ B
GS男女 (1/31)第１戦
GS男女 (2/1)第２戦

かもい岳スキー場 かもい岳GS大会コース かもい岳スキー連盟
073-
0404

北海道歌志内市歌神95 0125-42-2772 0125-42-6969
ksrenmei@s
ea.plala.or.j

p

http://ww
w7.plala.or.j
p/kamoida
ke-ski/

1/31-2/1 岩手県
岩手県
岩手郡
雫石町

2015マスターズスキー雫石大会 SAJ B
GS男女 (1/31)
GS男女 (2/1) 雫石スキー場 プリンスゲレンデ

マスターズスキー雫石大会
事務局

020-
0543

岩手県岩手郡雫石町高前
田155番地

019-692-4197 019-692-4194
office@shiz
ukuisi.com

http://ww
w.shizuski.

com

2/1-2/3 栃木県
栃木県

那須塩原
市

北関東マスターズスキー大会（仮称） SAJ B
GS男女(3/2)
GS男女(3/3)

ハンターマウンテン塩原 F.D.RレキシントンGSLコース 栃木県スキー連盟
381-
2114

宇都宮市下金井町936-8 028-665-9111 028-665-9112

ski-as-
tochigi-

1930@choni
s.ocn.ne.jp

http;//ww
w.ski-

tochigi.ne.j
p

2/6-2/8 宮城県
宮城県
大崎市

2015 マスターズスキー宮城県大会 SAJ B
GS男女 (2/7)
GS男女 (2/8)

オニコウベスキー場 オールディフィールドコース
2015マスターズスキー宮城

県大会組織委員会
981-
3125

宮城県仙台市泉区野村字
天皇前2-7 宮城県スキー

連盟内
022-375-9524 022-375-8938

lek07615@nifty.
ne.jp

2/14-2/15 秋田県
秋田県

北秋田市
2015マスターズスキー森吉山阿仁大会

アルペン競技
SAJ B

GS男女第1戦 (2/14)
GS男女第2戦 (2/15)

森吉山阿仁スキー場 月の輪コース～メーンコース
マスターズスキー森吉山阿

仁大会 実行委員会
018-
4624

秋田県北秋田市阿仁鍵ノ滝
字鍵ノ滝79-5 阿仁スキー
場内 マスターズスキー森
吉山阿仁大会事務局宛

0186-82-3311 0186-82-3757
aniskiclub@
gmail.com

2/14-2/15 新潟県
新潟県

十日町市
第18回新潟県マスターズスキー大会 SAJ B

GS男女 (2/14)
GS男女 (2/15)

松之山温泉スキー場 パラダイスコース
新潟県マスターズスキー大

会組織委員会
942-
1434

新潟県十日町市松之山天
水島909

松之山温泉スキー場内
025-596-3133 025-569-3103

murahide3@
yahoo.co.jp

http://ww
w.matsuno
yama.com/

ski/

2/21-2/22 秋田県
秋田県
大仙市
太田町

2015マスターズスキー大台大会 SAJ B
GS男女 (2/21)開会式後2本制

GS男女 (2/22)2本制 大仙市大台スキー場 チャンピオンコース
2015マスターズスキー大台

大会事務局
019-
1613

秋田県大仙市太田町太田
字新田下野50-3

090-9422-3287 0187-88-2044
ohdaimaste
rs@gmail.co

m
なし

2/22-2/24 長野県
長野県
大町市
鹿島槍

第24回鹿島槍マスターズ大会 SAJ B
GS:男女(2/23)
GS:男女(2/24)

鹿島槍スポーツヴィレッジ 遠見Ａジャイアントスラロームコース
鹿島槍マスターズ大会組織

委員会
398-
0001

長野県大町市平鹿島槍黒
沢高原

0261-23-1411 0261-23-1468 kashimayari
_s_s@celery.
ocn.ne.jp

http://ww
w11.ocn.ne
.jp/~kashim
a/

2/25-2/27 長野県
長野県
飯山市 第2回戸狩マスターズスキー大会

SAJ B

GS男女 (2/26) 第1戦
GS男女 (2/27) 第２戦

戸狩温泉スキー場 戸狩ツルブリッケンコース 戸狩マスターズスキー大会
389-
2411

長野県飯山市大字豊田
6356 戸狩観光協会内

0269-65-3161 0269-65-4623
info@togari
onsen.jp

なし
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ＵＲＬ

3/2-3/3 鳥取県
鳥取県
西伯郡
大山町

2015西日本スキーマスターズ大会 SAJ B
GS男子〔A･B〕/女子(C)第１戦 (3/2)
GS男子〔A･B〕/女子(C)第２戦 (3/3)

大山ホワイトリゾート 大山上の原SLコース 鳥取県スキー連盟
689-
3318

鳥取県南伯郡大山町大山
39-1

0859-52-2290 0859-52-2298
skitottr@cel
ery.ocn.ne.j

p

http://ww
w.skitottr.g

r.jp/

3/6-3/9 新潟県
新潟県
妙高市

第39回全日本マスターズスキー選手権 妙高大会 SAJ A

GS男女第1戦 (3/7)
CC男女Ｃ (3/7)

GS男女第２戦(3/8)
CC男女F(3/8)

赤倉温泉スキー場
赤倉チャンピオンコース

妙高高原クロスカントリーコース
（公財）新潟県スキー連盟上

越競技会
949-
2106

新潟県妙高市田口33番地 0255-86-3977 0255-86-5166
nsa-

j@citrus.ocn.ne.j
p

3/11-3/12 岐阜県
岐阜県
高山市

丹生川町
朴の木平マスターズアルペン大会 SAJ B

GS男女 (3/11)
GS男女 (3/12）

ほおのき平スキー場 朴の木平大回転コース
朴の木平マスターズアルペ

ン大会
506-
2252

岐阜県高山市丹生川町 朴
の木平スキーセンター内

0577-79-2244 0577-79-2800
info@houno

ki-
daira.or.jp

3/11-3/13 長野県
長野県
飯山市

第9回斑尾マスターズスキー大会 SAJ B
GS男女（3/12）第１戦
GS男女 (3/13)第２戦

斑尾高原スキー場 チャンピオンコース
第9回斑尾マスターズスキー

大会
389-
2257

長野県飯山市斑尾高原
斑尾高原観光協会内

0269-64-3222 0269-64-3959
http://mad
arao.tv

3/14-3/15 秋田県
秋田県

東成瀬村
2015 マスターズスキージュネス栗駒スキー場大会 SAJ B

GS男女（3/14）
GS男女 (3/15)

ジュネス栗駒スキー場 エルコース
ジュネス栗駒スキー場 ジュ

ネスイベント事務局
019-
0803

秋田県雄勝郡東成瀬村椿
川字柳沢39-7

0182-47-3101 0182-47-3107
spa@junesu
-ski.com

http://ww
w.junesse-
ski.com

3/28-3/29 青森県
青森県
荒川字
寒水沢

2015八甲田マスターズスキー大会 SAJ B
GS男女 (3/28)
GS男女 (3/29)

八甲田スキー場 スラロームコース 八甲田スキー大会事務局
030-
0111

青森県青森市大字荒川字
寒水沢1-34

017-738-8591 017-738-9950
ktoshi@hak
kouda-
p.com

http://hak
kouda-
p.com

4/3-4/5 東京都

長野県
下高井郡
野沢温泉

村

2015東京都マスターズスキー大会 SAJ B

SL:男子A・B(4/4)
SL:女子C(4/4)

GS:男子A・B(4/5)
GS女子C(4/5)

野沢温泉スキー場 やまびこＡコース
（財）東京都スキー連盟 事

務局
102-
0098

東京都千代田区平河町1-
4-15 平河町小池ビル2階

03-3262-2491 03-3262-6540
toren@sepi
a.sat.or.jp

http;//ww
w.sat.or.jp/

4/10-4/12 新潟県
新潟県
魚沼市
大白川

第8回大原スプリングマスターズスキー大会 SAJ B
GS男女 (4/11)
GS男女 (4/12)

各年齢別
魚沼大原スキー場

魚沼大原スキー場
第1ゲレンデAコース
第2ゲレンデAコース

大原スプリングマスターズス
キー大会組織委員会

946-
0303

新潟県魚沼市大白川750番
地1 魚沼大原スキー場

担当 目黒秀夫
025-796-2039 025-796-2200

uonuma@ar
ea-

uonuma.jp

http://ww
w.area-
uonuma.jp

2


