PSA ASIA Snowboard Pro Tour 19.20 Round 1

Mitsumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge
[P.TV] LIVE WEBCAST on 13th at www.psa-asia.com/live/
名

称

Mitumata Ups'n'Downs Opening Kagura Cross Challenge

日

程

2019/1/11 (Sat) - 13 (Mon)

場

所

かぐらスキー場みつまたエリア
〒949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742

種

目

カテゴリー

www.princehotels.co.jp/ski/kagura/

SX Snowboardcross（スノーボードクロス）
11-12th [EXHIB] Time Race （Exhibition） ※JSBAポイント対象外
13th [CRE］ PSA ASIA Single Crown Event（ Point Race / Pro Trial ） ※JSBAポイント対象外 [G1］ JSBA G1 [G2] JSBA G2

賞金総額

JPY900,000 ( [CRE]JPY500,000 / [EXHIB] JP400,000 )

参加資格

[CRE] PSA ASIA Member ・ プロツアー特別参加資格者 / 2019年12月31日現在15歳以上の方（14歳以下不可） / 傷害保険加入者
[G1][G2］ JSBA会員 / 2019年12月31日現在15歳以上の方（14歳以下不可） / 傷害保険加入者 / JSBAプロ登録者不可
[EXHIB]（オープンレース） 中学生以上（小学生参加不可） / 傷害保険加入者
[EXHIB]（小中学校混合レース） 小学生 ・ 中学生 / 傷害保険加入者

定

員

[CRE］ Men 192 / Women 96 ※ただしアマチュアの定員は128/64
[CRE］ ※PSA ASIA Memberと招待・推薦選手で定員に達しない場合、プロトライアルを優先しJSBAポイントランキング順で受付。
[G1][G2］ 男子 192 / 女子 96 ※定員超過した場合はJSBAポイントランキング順で受付。
[EXHIB］ 男子 192 / 女子 96 ※定員超過した場合は先着順で受付。

受付期間

[CRE][G1][G2] 2019/12/16 (Mon) - 2020/1/6 (Sun)
※[CRE］ ヒート表に空きがある場合、PSA ASIA Member＞プロトライアルの順で優先され、先着順で現地エントリーを受け付けます。
※[G1][G2］ 空きがある場合、先着順で現地エントリーを受け付けます。
※要会員証・傷害保険証券情報。未成年アマチュア選手は要親権者同意書。当日保護者がお越しにならない場合は事前にご請求ください。
[EXHIB] 2019/12/16 (Mon) - 2020/1/6 (Mon)

申込先

[CRE］ デジエントリー www.dgent.jp/e.asp?no=1900984
[G1][G2］ デジエントリー www.dgent.jp/e.asp?no=1900985
[EXHIB］ デジエントリー www.dgent.jp/e.asp?no=1900986

参加費

Phone 0466-52-5448（平日10-17時）
Phone 0466-52-5448（平日10-17時）
Phone 0466-52-5448（平日10-17時）

[CRE］ PSA ASIA Member

¥13,000 （含13日リフト1日券）

現地 ￥19,500

[CRE］ JSBA会員（プロトライアル）

¥18,000 （含13日リフト1日券・プロトライアルフィー \5,000）

現地 ￥24,500

[G1］ JSBA会員

¥11,000 （含13日リフト1日券）

現地 ￥16,500

[G2］ JSBA会員

¥10,000 （含13日リフト1日券）

現地 ￥15,000

[G2］ JSBA会員以外

¥11,000 （含13日リフト1日券）

現地 ￥16,500

[EXHIB］ オープンレース（中学生以上）

¥9,000 （リフト2日券別売）

[EXHIB］ 小中学校混合レース（小中学生）

¥5,000 （中学生リフト2日券別売・小学生無料）

※[EXHIB] 中学生のオープンレースと小中学校混合レースへのダブルエントリーは不可
※定員超過とOC都合による中止の場合を除き、天候や災害などの理由があっても、一度受理された参加費の払い戻しは致しません。
※参加費の払い戻しは原則デジエントリーで使用できるポイントで行います。その他の方法の場合、所定の手数料を申し受けます。
リフト券

[CRE][G1][G2] エントリー費に含まれています。（リフト券乗車）
[EXHIB] リフト券は大会受付時に各自ご購入ください。
※シーズン券所有者は一部返金いたします。詳細はライダースミーティングでご確認ください。

表

彰

[CRE］ Men 1st - 6th / Women 1st - 3rd
[G1][G2] 男子 1位 ～ 6位 / 女子 1位 ～ 4位
[EXHIB] プロはオープンレース予選ベストラップ賞、決勝入賞者に賞金あり。他カテゴリー表彰あり。
※PSA ASIA RulesならびにJSBAスノーボード競技規則により、アマチュア選手には賞金が授与されません。

競技方法

[CRE］ PSA ASIA Rules 最新版に則る。
[G1][G2] JSBAスノーボード競技規則 最新版に則る。

注意事項

指定時間内に現地レジストレーションを完了していない場合、競技に参加できません。代理人受付可能です。
傷害保険非加入選手、ヘルメット非着用選手は参加できません。身体保護の為のプロテクター着用を推奨します。
レーシングスーツやそれに類するものの着用はできません。大会当日は駐車場混雑を避けるため、出来る限り乗合で来場してください。

主

催

Kagura Cross Challenge大会実行委員会

次ページへ続く

公

認

[CRE] PSA ASIA プロスノーボーダーズアソシエイションアジア CRE / JSBA 日本スノーボード協会 国際大会
[G1][G2][EXHIB] JSBA 日本スノーボード協会

特別協賛

大造防水 / （株）GUT

協

賛

クリプトン・みつまたスノーボードスクール / Lapis Lazuli

協

力

かぐらスキー場 / クリプトン・みつまたスノーボードスクール / デジエントリー

後

援

SBJ 日本スノーボード産業振興会 / CSBA 中部スノーボード協会

メディア

事前にPSA ASIA事務局へ取材申請を行ってください。

Time Schedule

1/12 (Sun)

1/13 (Mon)

Phone 045-716-8218

※悪天候など諸事情により、時間の変更または中止の場合があります。変更がある場合、事前にウェブサイトやメールで、あるいは現地にて随時発表いたします。

Time

Date
1/11 (Sat)

office@psa-asia.com

Description

Place

07:00 - 08:30

[EXHIB] 大会受付

みつまたステーション東側テント

09:00 - 09:30

[EXHIB] インスペクション

Mitsumata Ups'n'Downs

09:30 - 10:30

[EXHIB] 公式練習

10:40 - 10:50

[EXHIB] 競技説明

スタートエリア

11:00 - 14:30

[EXHIB] タイムレース予選1本目スタート

Mitsumata Ups'n'Downs

14:45 - 15:15

[EXHIB] 公式練習

15:30 -

[EXHIB] グループ発表

フィニッシュエリア

09:00 - 09:30

[EXHIB] インスペクション

Mitsumata Ups'n'Downs

09:30 -

[EXHIB] 各グループ予選スタート

11:00 - 11:30

[EXHIB] 1/8 ラウンド

11:30 - 12:30

[EXHIB] 1/4 ラウンド

12:30 - 13:00

[EXHIB] 1/2 ラウンド

13:00 - 13:30

[EXHIB] ファイナルラウンド

14:00 -

[EXHIB] 表彰式

フィニッシュエリア

14:45 - 15:15

[CRE][G1][G2] 公開練習

Mitsumata Ups'n'Downs

16:00 - 16:50

[CRE][G1][G2] レジストレーション

みつまたステーション東側テント

16:50 - 17:00

[CRE] 現地エントリー＆レジストレーション

17:00 -

[CRE] ライダースミーティング

みつまたステーション内

07:30 - 08:00

[G1][G2] レジストレーション

みつまたステーション東側テント

08:00 - 08:10

[G1][G2] 現地エントリー＆レジストレーション

08:50 - 08:55

[G1][G2] ライダーズ会議

スタートエリア

09:00 - 09:30

[CRE][G1][G2] インスペクション

Mitsumata Ups'n'Downs

09:30 - 10:30

[CRE][G1][G2] 公式練習

11:00 - 14:00

[CRE][G1][G2] 競技

14:30 - 15:00

[CRE][G1][G2] 表彰式

お問い合わせ先

PSA ASIA事務局

office@psa-asia.com

フィニッシュエリア

Phone 045-716-8218

