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主催 サッポロオープン雪合戦 in ゆにガーデン実行委員会 

期日 平成 31年 1月 26日（土）・27日（日） 

会場 由仁町  ゆにガーデン特設コート 

 

 
昭和新山国際雪合戦マスコットキャラクター 

ブラッキー 
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昭和新山国際雪合戦道央エリア戦 

2019 サッポロオープン雪合戦 in ゆにガーデン 開催要項 

 

１ 主 催     サッポロオープン雪合戦 in ゆにガーデン実行委員会で構成する開催委員会とする。 

    

２ 特別協力    ゆにガーデン 

   

３ 後 援      由仁町、由仁町教育委員会、 

由仁町商工会、由仁町社会福祉協議会、由仁町観光協会 

   

４ 協 賛        サッポロビール、ポッカサッポロ北海道、日本航空、ＮＥＸＣＯ東日本、 

エコアハウス神出設計  鈴木商会  株式会社タカフジ  

   

５ 開催地      ゆにリゾート／ゆにガーデン 特設会場  

 

６ 開催日時 ／ 

  ○平成 31年 1月 26日（土）               ○平成 31年 1月 27日（日）   

        7:30- 8:00  大会受付              7:20-8:00 大会受付  7:50から監督会議 １階レストラン 

      8:00- 8:15  監督会議        8:10    開会式 

      8:20-8：31   開会式               8:40-12:10  一般リーグ／レディース予選リーグ 

      9:00-15:00   初日部門 表彰      13:10-15:40  決勝トーナメント／一般・レディース 

16:00    閉会式（表彰式） 

７ 競技種目・ル－ル  

   競技種目は雪合戦とし、ル－ルは国際雪合戦連合 競技規則（以下「競技規則」という）による。 

  各試合とも 3分 3セットマッチ。雪球は試合開始前に各チ－ムが雪球製造器でつくる。 

 

  【26日・土曜 】  

●エンジョイ部門／ 参加１２チーム ４ブロック 予選リーグ１位４チームによる決勝トーナメント 

●ミックス部門／ 上級者参加 3チーム１ブロック／エンジョイ・ミックス参加 4チーム 1ブロック 

         3チーム予選リーグ後、１位、２位での決勝とする。4チームは総当りリーグとする。 

●シニア(40歳以上)の部／ 参加６チーム 2ブロック１位チームの決勝とする。 

  

  【27日･日曜 】  

●昭和新山予選一般部門／参加 43チーム。 内、昭和新山出場権の対象は３１チーム。 

3 チーム（4チーム）ブロックで予選リーグを行い第 31 回昭和新山国際雪合戦への出場権を決定します。

出場権チーム枠数は 20チームです。出場枠については 既に昭和新山シード出場枠を獲得している 7チー

ムを含め 27チームを道央代表チームとします。  

●レディース部門／3チーム 出場権対象チーム数は 2チームで出場枠数は 2チームなので確定とします。 

●出場枠キャンセル順待ちを希望するチームは、閉会式終了後までに「出場意思」を本部へ伝えてください。 

   ただし、キャンセル枠数の確定は 2月初旬となる為、宿泊手配等は各自で調整して下さい。 
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８ 競技方法 ※２日目補足 

(１) 一般予選リーグ（３チームブロック）上位１チーム（10チーム）とシードブロック上位２位までの 

8チームの計 18チームによる決勝トーナメントを実施。予選 2位チームまでに出場権を与える。 

(２) レディースは道央 2チームの出場権確定で３チームリーグ順で 2回対戦形式とする。 

(３) 一般予選リーグ１位確定チームより午後の決勝トーナメント枠の抽選を順次おこなって行きます。 

(４) 決勝トーナメント敗退チームは、そのままコートにて各 2試合を目安に審判をお願いします。 

(５) 予選 2位で出場権獲得の 10チーム（もしくは 11チーム）は午後の決勝トーナメント雪球製造の協力と   

なります。出場確定のリーグ 2位のチームより 各 4名の協力をお願いします。  

※残り 1枠は道央会長推薦枠とします。対象①初日部門 ②二日目部門 

 

(６) 予選リーグで勝敗数が同じ場合（３チームが１勝１敗で並んだ場合）の順位決定は、取得セット率の高いチー  

ムを上位とする。セット率も同じ場合はポイント差で決定する。３チーム全て同数の場合は別途協議とする。 

なお取得セット率に引き分けのセットはカウントしない。 

２位のチームでセット勝率（引き分けをカウントしない）総±ポイントでの順、セット率、総ポイント率 

 

(７) 万一、当日キャンセルチームが出た場合は該当 2チームが 2試合を実施することとします。 

 

９ 参加区分・チ－ム編成  ※本大会に限り、選手の登録は最大 13名までとする。 

参加区分 監督 選手 ﾘｻﾞｰﾌﾞ 性 別 他 

(１) 一般の部 １名 ７名 ５名 男性のみ又は男女混合 中学生以上 

(２) レディースの部 １名 ７名 ５名 女性のみ。ただし、監督は男女不問 中学生以上 

※監督は、選手を兼ねることができる。但し登録 7名の場合選手として出場の場合は監督不在となる。 

※複数チームの監督を兼ねる事は可能だが、その場合は選手兼任でエントリーできるのは 1チーム限定。 

※本大会に限り、試合毎の監督交代を認める。ただし同一試合中の交代は認めない。ローカルルールとする。 

  ※選手の登録 13名までだがコート内に入ることができるのは競技者名簿記載の１０名までとする。 

  ※昭和新山の出場権を既に持っているチームの選手、他の地区で昭和新山予選大会に出場するチーム選手の 

昭和新山出場権獲得を目指す部門への登録は認めない。 

 

１０ 表彰、特別賞、参加賞  

(１) 初日部門は上位 1チームを表彰する。初日終了後に表彰式  賞状・トロフィー、副賞 

  2日目／一般の部、レディ－スの部とも 3位までのチ－ムを入賞とする。 

(２) 一般の部優勝チ－ムにはゴールドゼッケン、賞状、優勝旗・大会杯（持ち回り）を授与する。 

(３) 準優勝チ－ムには賞状トロフィーを授与する。 

(４) 一般の部は 3位決定戦を行わず、準決勝敗退チーム 2チームを 3位とする。賞状トロフィーを授与する。 

(５) その他、スポンサー提供の副賞を授与する。 

（６）その他の出場条件 

●出場権獲得チームへは出場権認定書を閉会式終了後に渡しますので必ず 1名以上残ってください。 

 昭和新山シードの７チームは直接昭和新山大会事務局より郵送となります。 

●出場権獲得全チームは 3月 3日の小学生雪合戦大会の運営協力（３名以上）の承諾をいただきます。 

  以上を道央ブロック代表チームの出場条件とさせていただきます。 
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１１ 参加資格（初日） 

 ●中学生以上の男女  ●ミックス部門は女性 3名以上     

●シニア（４０歳以上）の部／承諾書へ年齢、生年月日記載してください。 

 

参加資格（二日目／昭和新山出場予選部門）  

項目／区分 一般の部 レディースの部 

(１) 参加資格 ※中学生以上とする。 

(２) 参加チーム数確定 先着 先着 8チーム 

(３)連続出場チーム分担 次のとおり。 

  前回昭和新山出場 

【大会初日お手伝い】 

第 30回昭和新山国際雪合戦へ出場した全チームが対象になります。  

 

※対象チーム 

一覧別紙参照 

初日にチームより 審判資格者、2名以上を お願いします。 

※2日目は相互審判により実施。  

※レディース参加 

チーム  

ホーネッツレディース、余暇研Ｑ、よりチーム 3名 

（記録と受付）の協力をお願いします。 

 ■該当チームはスタッフリストを１月 23日（水）までに提出をお願いいた

します。 まだのチームは取り急ぎお願いいたします。 

     

【スタッフリスト提出について】 同封します。既に提出のチームは結構です。  

●同封用紙にチーム名と参加者名（フルネーム）を記入の上、メールもしくはＦＡＸでも結構です。 

●当日は昼食が出ます。 

    メール ／ yukigassen@branch.co.jp  ＦＡＸ／ 011-222-2512 

１２ 申込方法・大会参加料の確認が、まだのチームは必ずお振込下さい。 

現金では受付を致しません。 

 

(１) 申し込み書、参加費の振り込み確認させていただきます。 万一まだのチームはお急ぎください。 

27日の部門 新山一般・レディース 20,000円 ／26日の部門 15,000円  

 

領収書は大会受付時にお渡します。締切時点でエントリー後のキャンセルは未払でも参加費を徴収します。 

※大会当日の朝の大会受付時、個人情報の取り扱い及び肖像権使用等の大会参加承諾書と保険の 

適用のため最終メンバー登録書を提出いただきます。忘れずに持参してください。  

メンバー変更はその時点で最終登録となりますので当日の用紙の提出をお願いします。 

    なお、申込受付後の参加申込者側の都合による返金には一切対応しません。 

    領収書の宛名でチーム名、以外にご要望がある場合はあらかじめお申し出ください。 

 

１３  組み合わせ公開抽選会 1月 15日（火）１９：００～東区民センター別館集会室 A 参加は任意です。 

実施結果は翌日までにホームページに掲載します。。 

 

１４ 競技用具 

(１) チームフラッグ 

   参加チームは、チームフラッグを持参すること(サイズは縦５０cm・横７０cm。ポールに取り付け用ヒモを

２箇所つけること)  

(２) 靴、靴底が金属、セラミック、硬質プラスチック素材の靴及び安全靴の使用を禁止する。 
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(３) ヘルメット／大会で使用するヘルメットは、主催者が用意、又は各チームが持参した雪合戦専用ヘルメッ

トとする。ただし、やむを得ない理由により、競技委員長が許可した場合に限り、他競技用のヘルメッ

トを使用することができる。 

 （４）審判資格  

   昭和新山部門、初参加チームは２名の審判資格者が必要です。大会相互審判制の為、審判証、ホイッスル 

を携帯してください。※ホイッスルは用意しますが、インフルエンザ対策のため各自持参してください。 

（100円ショップにあるもので結構です。）受講機会は 1月 19-20日が最終となります。 

    

１５ その他 について 以下ご確認ください。 

(１) 主催者は、大会開催中に発生した事故の応急措置は行うが、以降の責任は負わない。 

また、主催者は大会開催期間を対象としてスポ－ツ傷害保険に加入する。  

(２) 交通費、宿泊費については、主催者は負担しない。 

(３) 荒天等により、大会運営上、中断あるいは大幅な変更が必要となった場合は、主催者の判断により競技

方法等を変更する場合がある。その場合、当初の大会期間中に行われた競技の結果のみを公式記録とし、原

則、順延は行いません。なお、大会期間終了時点でまだ行っていない試合があり、その試合参加予定チーム

の合意のもとで主催者が当初の予定の大会期間とは別の日にその試合を順延して行うと決定した場合はこの

限りではない。 

(４) 大会出場のキャンセル、昭和新山大会出場権獲得後の棄権など正当な理由がないと判断された場合、 

チームに対し翌年の大会参加を認めない場合がある。 

 （５）雪合戦はスポーツ競技であるため、大会参加出場者の会場内における飲酒を全面禁止とします。 

飲酒運転防止のため試合終了後も同様とし、該当チームは失格とする場合があります。  

  

１６ 会場での注意事項 

（１） 駐車場は誘導係員の指示に従ってください。本大会では参加チームは臨時駐車場のみ 

（２） 参加受付と必要書類提出・大会受付初日 7時 30分～8：00まで ゆにガーデン正面入り口 

（３） 監督会議を正面入り口奥の軽食コーナーで行います。 26日 8:00～ 27日 7:50～ 

（４） 参加チームは 同封の【別紙】最終登録書・選手名簿にあらかじめ記入の上 

大会受付の時に【承諾書】と一緒に提出してください。     

（５） 控え場所は「ゆにガーデン」内となります。会場にてご案内します。 

（６） トイレは「ゆにガーデン内トイレ」をご利用ください。 

（７） 会場内は携帯灰皿の有無に関係なく指定場所以外は全面禁煙です。マップ参照。 

（８） 混雑緩和の為、休憩所で場所取りをすることは禁止します。 

荷物はなるべく床にまとめ、テーブル独占の無いように各チーム譲り合いでお願いします。 

（９） 飲食はゆにガーデンで可能です。軽食の営業とお弁当の事前申込（別紙）があります。 

ゆにガーデンへ直接お申し込みください。 

決勝 T進出チームは時間的な余裕がありませんので、ご検討ください。 

 

【重要】昭和新山国際雪合戦大会出場チーム条件として『小学生大会協力義務』を確認願います。 

   毎年、道央加盟チームの活動として、「昭和新山国際雪合戦出場チーム」には３月３日（日）に実施の道新

杯小学生大会のスタッフ協力を参加条件としてお願いしています。 一般、レディースとも 1チーム3名、同

封する名簿提出をお願いします。チーム内ご理解の上、出場確定チームは必ずあらかじめチーム内で派遣スタ

ッフの調整をお願いします。 提出期限 2月12日（火）まで厳守でお願いします。 

詳細お問い合わせは事務局までお問い合わせください。尚、小学生大会が行われる滝野スノーワールドの駐

車証は、昭和新山大会当日の受付資料に同封しますので必ずご確認ください。  
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■駐車場の利用について。 

 参加車両は全て特設駐車場（マップで示した第 2駐車場）となります。6コート設営のため 

「ゆにガーデン内」には進入できません。第 2駐車場から徒歩での移動になります。参加チームのご協力をお願い

致します。   ※別紙マップをご参照ください。用具返却の車両のみ係員にお伝えください。 

 

 

 

同封内容をお確かめください。 

① 大会要項 本紙 

② マップ  

③ お弁当申込書 チーム単位 

④ 最終登録書・選手名簿／承諾書 【提出必須】大会当日朝、受付時に出してください。 

⑤ 競技者名簿 予選リーグ用提出用にあらかじめ記入して下さい。 

⑥ シードチーム、レディースチーム用スタッフリスト記入シート【未提出のチーム】 

⑦ 抽選ブロック結果での試合時間の目安 

 

★連絡メール網にご登録ください。  北海道雪合戦連盟道央ブロック連絡網」登録用の空メールアドレス 

大会開催緊急用に使用します。７６９５３６９＠ra9.jp ←まだのチームは空メールを送ってください。 

●開催要項は熟読の上、チームの皆さんへ情報伝達をお願いします。 

 道央ブロックホームページへ掲載しますので、チーム内でもお伝えくだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019サッポロオープン雪合戦 ｉｎ ゆにガーデン 

実行委員会 大会事務局 

    

郵便番号 060－0052札幌市中央区南２条東１丁目１-１２-６０６ 

      ﾌｧｯｸｽ  ０１１－２２２－２５１２  

お問合せ／090 9431 9380（山田） メール yukigassen@branch.co.jp 

 

mailto:yukigassen@branch.co.jp

