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2020（令和2）年7月31日(一部訂正更新  8月7日 ) 

 

高等学校スキー部顧問各位  

京都府高体連スキー専門部 

 

京都府高体連スキー部［全日本スキー連盟（ＳＡＪ）］登録およびＦＩＳ登録について  

 

 

 

【登録について（二重登録に注意願います）】  

 

高体連主催競技会に出場するためには、一般のスキークラブからではなく、必ず所属学校登録とし

て京都府高体連スキー部を介してSAJ選手登録を完了させなければいけません。二重登録は失格とな

りますので、特に新入部員には前年度登録クラブからの登録をさせないよう注意をお願いします(所

属クラブ担当者様または保護者様が気をつかって本人に了解なく登録手続きを進めてしまうケース

があります)。 

 

 

【各種登録の説明】  

 

  １．SAJ等高校生会員登録…登録料  1,800円／名  （全選手登録必須）  

(但し、高等専門学校生は3,800円／名) 

          高校生全選手が登録する必要のあるものです。この登録をしないと各種大会には     

出場できません。  

（SAJ1,500円(高等専門学校生は3,500円) 、京都府高体連スキー部個人登録300円） 

 

 ２．全国高体連スキー部個人負担金…登録料  アルペン1,000円／名、クロス1,000円／名（必須） 

      一人の選手が両種目希望する場合は2,000円となります。ただし、フリースタイル・ス

ノーボード種目は全国高体連スキー部で扱いませんので0円です。種目未定は受け付けま
せん。必ず種目を確定させてください。  

 
  ３．SAJ競技者登録…登録料  3,000円／名 （希望選手のみ登録）  

    ① インターハイ、全国高等学校選抜スキー大会、ジュニアオリンピック、SAJ公認大会に 

実際に出場する可能性のある選手は、SAJ競技者登録が必要です。特に、インターハイ  

については、11月末現在でSAJへの登録が完了していること（11月末でSAJ側がデータ 

を引き出す体制がとれるという意味）がその出場資格に直結します。なお、近畿高校ス 

キー選手権(アルペン種目)のドローはこのポイントで行います。同競技会出場希望アル 

ペン選手はSAJ競技者登録手続きを原則今回の前期登録に完了願います(追加登録対応 

は9月にお知らせします)。  

    ② SAJ競技者登録を希望する選手は、SAJ等高校生会員登録を前提とし、その上で、SAJ 

     競技者登録料として3,000円が必要となります。  

    ③ 今回の申込期日を過ぎての申し込みは、登録料が6,000円となります。  

    ④ SAJ競技者登録希望選手のうち前年度同登録をしていない選手については「SAJ宣誓書」 

「ドーピング同意書（18歳未満）」への選手署名・保護者署名 (顧問等による代筆は不可 ) 

が求められます。成年(教員)についてはWEB上の同意ボタンのみで完了となります。  

 

４．FIS（国際スキー連盟）競技者登録…登録料 継続・更新：5,000円／名（希望選手のみ登録）  

    ※アルペン、フリースタイル(スキークロス)･･･高1の早生まれ選手は登録不可です。  

    ※クロスカントリーを含め他の種目･･･高校生であれば登録可能です。  

①  FIS（国際スキー連盟）公認大会に出場するにはFIS競技者登録が必要となります。各

大会申込時にこの登録を完了していない場合は、大会参加が認められません。よって、

これも上記SAJ競技者登録と同様、出来るだけ早めに登録を完了してください。 
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②  FIS競技者登録を希望する選手は、上記SAJ競技者登録を前提とし、それとは別に      

FIS競技者登録料として5,000円が必要となります。  

③  今回の申込期日を過ぎての申し込みは、登録料が15,000円となります。 

④  FIS競技者登録希望選手のうち前年度同登録をしていない選手については「FIS宣誓

書」への選手署名・保護者署名 (顧問等による代筆は不可 )が求められます。成年 (教員)

での同登録希望者はWEB上の同意ボタンのみで完了となります。  

 

  ５．ＳＡＪ教員登録…登録料  3,500円／名（希望の教員は登録して下さい）  

            顧問の先生（顧問ではないが貴校の教員）で、選手登録をしたい方、各種資格を     

取得希望される方、また京都府スキー連盟役員の方はこの登録をしてください。     

「１」にある登録の一般登録であり、一般（おとな）の登録料は3,500円です。 

 

  ６．ＳＡＪ有資格者登録・有資格者保険…原則1資格につき  1,000円(旗門審判員は無料) 

     高校生は対象外です。対象者は「５」の中で指導員・検定員・計算員等有資格者のみです。

対象者については高体連スキー部登録担当で把握していますので、Excel入力済みです。  

     有資格共済保険  2,000円 または、それに通常のスキー保険を加えた7,800円 

    のいずれかも同時にお支払い願います。  

 

  ７．京都・近畿指導員会費…基礎スキー(教育系指導員・準指導員・検定員)有資格者  1,500円 

     該当者は必須となります。ただし、クロスカントリー有資格者は対象外です。  

 

  ８．ＳＡＪ共済保険(有資格者保険を除くものの説明 ) 

     パンフレットデータ http://www.ski-japan.or.jp/general/35350/ 

    で内容を確認し、必要に応じて申込をしてください(必須ではありませんが、今回この保険

を利用されない場合、どこかから学校単位・個別で必ずスキー保険への加入をしてくださ

い)。ただし、SAJ競技者登録選手については、今回のシステムからの申込ができません。別

途個別対応(個人加入または団体加入の紙ベースで )していただくことになります。  

 

     スキー保険のみ希望の方は  5,500円、スキー・スノーボード保険を希望の方は10,100円 

    （別対応のSAJ競技者登録用は、スキーのみ9,500円、スキー・スノーボード14,700円） 

 

  ９．学校負担金…登録料  8,500円／校  または  9,500円／校（必ずお支払い願います）  

           8,500円…高校生の選手が男子のみまたは女子のみの学校、高校生の選手はいない          

が教員登録希望者のいる学校、学校登録だけ済ませたい学校  

           9,500円…高校生の選手が男女ともいる学校  

        登録料の内訳は以下の通りです。  

          全国高体連スキー年鑑代 3,000円、京都府高体連スキー部加盟負担金 2,500円〔送     

料込〕、近畿高体連スキー部加盟負担金 2,000円、全国高体連スキー部学校負担金     

〔男子または女子高校生選手のみの学校・選手登録の高校生はいないが学校登録をす

る学校1,000円、男女とも選手のいる学校2,000円〕 

 

 

【登録方法】今回の各種登録は3つのジャンルからの要請に基づくものへの対応となります。  

 

あ◇  高体連関係･･･全国高体連スキー専門部、近畿高体連スキー専門部、京都府高体連スキー専門部  

あ◇  全日本スキー連盟(SAJ)〔ただし、京都府スキー連盟 (SAK)への委託費も含む〕、  

              スキー共済保障制度関係（あいおいニッセイ同和損保保険株式会社） 

あ◇  京都・近畿指導員会（基礎スキー有資格者のみ）  

これを受けて、大きく2つの入力対応をお願いすることになります。  

(1) 京都府高体連スキー専門部へ提出していただくExcelデータ 

(2) SAJシクミネットへの直接入力（SAJのHPからマニュアルを入手していただきます）  

     システム上は選手個々が入力できるようになっていますが、顧問代理入力も可能です。  

 

http://www.ski-japan.or.jp/general/35350/
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(1) 京都府高体連スキー専門部へ提出していただくExcelデータ「5**)○高校スキー部登録用紙2020」 

シートが以下の通り  6 つあります。 

あ   「学校基本情報」、「個人登録基本情報」、「個人有資格情報(顧問・教員)」、 

あ   「個人共済保険情報(除  有資格保険)」、「項目別分布情報」、「集金情報」 
 

あ☆「学校基本情報」シート 

    従前提出していただいた「第四階層構築のための学校情報」データを入力済みです。  

     顧問先生が複数おられる場合など、2人目以降に入力をお願いします。  
 

あ☆「個人登録基本情報」シート  

    ここへの入力が基本データとなっていきます。前年度1･2年生のデータについては、学年送     

りをした上で入力しています。新規選手・移籍選手について一から入力願います。  

あ ア）種目を選択 A アルペン、C クロスカントリー、F フリースタイル、SB スノーボード 

      一人で2種目登録希望される場合は、SAJ会員登録欄のみ空白で、他は2種目各々入力 

     （⇒対応が特殊となるため、対応方法を事前に登録担当の徳永まで問い合わせ願います）  

あ イ）登録者が顧問・教員の場合は、「学年」欄に「顧問」「教員 (顧問以外の教員)」を入力。 

あ ウ）ﾌﾘｶﾞﾅ、生年月日 (西暦)については、記入フォーマットに従い入力。  

あ エ）各種登録番号は前年度使用番号を入力願います。移籍選手はリサーチのうえ入力。  

あ オ）昨シーズン所属先は、新1年生については中学校名を記入（○○中学校）。  

あ カ）登録形式(リストから選択入力) 

     SAJ会員登録･･･「継続」「移籍入会」「新規」「退会」から1つ選択。  

     SAJ競技者登録、FIS競技者登録･･･「更新」「新規」から1つ選択。  

        ※移籍入会もここでは「更新」を選択。希望しない場合は未入力とする。  

あ キ）登録時期･･･今回については原則空欄 (「事前登録」済選手がいる場合のみ、その旨選択入力 ) 
 

あ☆「個人有資格情報(顧問・教員)」シート 

    指導員、検定員、計算員、審判  などの資格を有している成年のみを対象としたシートです。  

   昨年度までの資格状況を把握しある程度入力済みです。有資格保険についても昨年度実績の

形式を入力しています。基礎スキー有資格者の京都・近畿指導員会費も入力済みです。対象者

は間違いないか確認願います。なお、高校生は数値入力等できないようにしています。  
 

あ☆「個人共済保険情報(除  有資格保険)」シート（「スキー補償制度－パンフレット」を参照） 

    希望者(SAJ会員登録のみの方)のみ該当金額を記入願います。ただし、SAJ競技者登録希望

者は入力できないようになっています。また、③の方「SAJ有資格者」は③の集計で保険も混

みにしていますので、ここでは入力をしないでください。  
 

あ★「項目別分布情報」シート  

    入力していただいた結果の分布を表示しています。このシートからの操作はできません。  
 

あ★「集金情報」シート  

    合計金額が2ヶ所表示されます。  

あ  ①(高体連スキー部  個人・学校登録関係)＋②(京都・近畿指導員会費)について、  

あ   (a) Excel入力を8月20日(木)までに完了し下記までデータ添付送信願います。  

       京都府高体連スキー専門部登録担当 (徳永)  tokunaga@js.doshisha.ac.jp 

    (b) 振込について(例年は5月末or 6月初頭の顧問会議席上で徴収しています) 

       内容を登録担当がいたします。その後、確認メール返信が届きますので、それを受け  

てから8月31日(月)までに、下記口座へ  ①＋②  合計金額を振り込んでください。  

       滋賀銀行  丸太町支店  普通 406615 

       名義 京都府高体連スキー専門部 会計 泉 仁温  

(ｷｮｳﾄﾌｺｳﾀｲﾚﾝｽｷｰﾌﾞ ｶｲｹｲ ｲｽﾞﾐ ﾉﾘﾐﾂ) 

      (補足説明) ②の京都・近畿指導員会費については、高体連として取り纏めて同会への  

振込が求められていますので、このように対応させていただきます。該当有資          

格者様(基礎スキー指導員・準指導員・検定員 )はその旨ご了解願います。  

あ  ③(全日本スキー部(SAJ)登録〔SAK委託分を含む〕・保険関係 )について、  

     SAJシクミネット入力後、直接振込をお願いします (最終ページに詳細説明有り )。  

mailto:tokunaga@js.doshisha.ac.jp
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(2) SAJシクミネットへの直接入力  

あ (1)のExcelシート入力内容との一致を確認しながら、SAJのHPにあるSAJ会員登録システム「シ

クミネット」へのアクセス・入力をしていただきます。  

  ただし、入力完了期日は2020年9月10日(木)までとなります。ここを過ぎると、  

   SAJ競技者登録料が一人当たり6,000円（←3,000円でなくなり、2倍になります）  

   FIS競技者登録料が一人当たり15,000円（←5,000円でなくなり、3倍になります）  

  となってしまいますので、余裕をもって入力をしてください(安全をみて8月中をお勧めします)。 
 

☆ システム上、会員個人(選手)自身による入力を基本として設計されています。  

     【会員登録LOGIN には、本人のSAJ会員登録番号とパスワードが必要です】  
 

☆ 前年度貴校所属選手(継続者)及び新規選手については、管理者システムから第四階層(顧問の先生)  

による代理ログイン入力も可能です。ただし、移籍入会選手については、入力前の時点では貴校選  

手ではないので、会員個人(選手)自身による入力しかできません。  

     【会員登録 管理者用LOGIN には、第四階層者(顧問)メールアドレスとパスワードが

必要です】 
 

ア）SAJシクミネット画面へのログイン  

 SAJ(全日本スキー連盟)HPトップページ http://www.ski-japan.or.jp/official/saj/index.html 

 から、同ページ上方にある「SAJ会員登録」をクリックしてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

入力完了後、「顧問(第四階層)」「京都府高体連スキー専門部 (第三階層)」「京都府スキー連盟(第

二階層)」「全日本スキー連盟 (第一階層)」による各承認が順次必要になりますが、会員個人 (選手)の

代わりに顧問による代理ログインをされた場合は、その会員に関しては顧問による承認 (一人一人の

入力に不備がないかを確認の上 )が不要となりますので、顧問による代理ログインの方が作業は円滑

に進むかと思います。  

後述操作が学校単位で「顧問(第四階層)」承認まで含めて作業が終了された時点で、京都府高体連

会員個人(選手)自身に

よる入力をされる場合

のログインはここか

ら！ 

顧問による代理入力をさ

れる場合、個人入力後の

承認をされる場合のログ

インはここから！ 

http://www.ski-japan.or.jp/official/saj/index.html


 5 

スキー専門部登録担当まで必ずその旨ご連絡願います。  

イ）SAJシクミネット画面からの資料入手方法とその概略説明  

 前ページのログインボタン表示と同じ画面の下段に「関係資料」

が表示されています。  

･①[SAJ会員システム  – shikuminetシステム概要] 

･･･主としてシクミネット各階層の説明  

･② [SAJ操作マニュアル]所属団体責任者用  

   ･･･顧問操作マニュアル代理ログインの方法と、承認行為  

についての説明がメインです  

･③ [SAJ操作マニュアル]会員用 

  ･･･会員個人(選手)による操作マニュアル基本的な操作がこち 

らに表示されています。顧問による代理ログイン後の入力 

も、代理ログイン後はこちらの資料に基づいてとなります 

ので、顧問の先生もダウンロード入手願います  

･④[SAJ操作マニュアル]イベント用  

･･･今回不要(検定・研修会等紹介 (会員用)) 

･⑤[SAJ操作マニュアル]イベントイベント（代理申込用）  

･･･今回不要(④の管理者による代理ログイン用) 

･⑥SAJ宣誓書 

･･･SAJ競技者登録  新規登録希望者は入手・提出が必須  

･⑦SAJ宣誓書＊見本･･･書類⑥の記入例が表示されています  

･⑧FIS宣誓書 

･･･FIS競技者登録  新規登録希望者は入手・提出が必須  

･⑨FIS宣誓書＊見本･･･書類⑧の記入例が表示されています  

･⑩FIS宣誓書＊和訳･･･書類⑧の和訳が表示されています  

･⑪ドーピング同意書（18歳未満）  

･･･SAJ競技者登録  新規登録希望者は入手・提出が必須  

･⑫ドーピング同意書（18歳未満）＊見本 

･･･書類⑪の記入例が表示されています  

･⑬移籍申請書（登録完了後）【Excel】 

･･･今回は提出不要（今シーズン一旦登録完了後の移籍処理）  

･⑭会員証再発行依頼書【Word】 

･･･今回は提出不要（会員証紛失時の再発行申請用紙、有料）  

･⑮ヘボン式ローマ字＊見本･･･SAJ競技者登録入力画面での入力、FIS宣誓書での記入時に必要  

･⑯FIS競技者登録可能年齢一覧表･･･種目によって異なります。アルペンの高1早生まれは登録不可  

･⑰スキー補償制度－パンフレット･･･補償制度全般の説明  

･⑱スキー補償制度－個人加入申込票･･･SAJ登録完了後の追加、SAJ競技者登録選手の保険加入  用  

･⑲スキー補償制度－個人加入申込票記載例･･･書類⑱の記載例  

･⑳スキー補償制度－団体加入申込票･･･書類⑱の団体用 (顧問の先生で取り纏める場合 ) 

･㉑スキー補償制度－団体加入申込票記載例･･･書類⑳の記載例  

･㉒スキー補償制度－団体告知書･･･補償制度利用に際し、記載事項に相当する項目がある場合必要  

･㉓スキー補償制度－よくある質問･･･補償制度全般についてのQ&A 

･㉔アカウント申請書（誓約書）【Excel】･･･今回は提出不要  
 

ウ）SAJシクミネット入手時の注意  

   各操作マニュアルに従って入力をお願いします。以下、特に注意を要する点のみ列挙します。  

 ◎「加盟団体名」･･･京都府スキー連盟（コード番号  026） 

 ◎「地域」･･･京都府高体連スキー部（コード番号  992） 

 ◎「所属団体名」･･･○○高校（コード番号  5☆☆の3ケタ）【第四階層定義名・番号記入！】  

 ◎「チーム名称」(SAJ・FIS競技者登録入力に必要 )･･･「所属団体名」(高校名)を記入  

 ※  表示内容が全て前年度のものになっていますので、特に「学年」進行を確実に対応願います。 

  また「移籍入会」選手については、「加盟団体名」「地域」「所属団体名」「チーム名称」全て  

を移籍後の貴校のものに変更するよう指導願います。  
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※SAJ・FIS競技者登録の設定について  

  年度初めは「未登録」の状態になっています。更新・新規に関わらず次の作業をお願いします。

「種目・チーム名・競技者番号」記入欄がありますので、入力後、入力欄右下の「追加(後日、ボ

タン名称が「追加」から他の文言に変更される可能性があります)」をクリックしてください。移

籍入会選手のSAJ競技者登録更新時の名称については、「チーム名」を必ず今回登録の「所属団体

名（○○高校）」にしてください(初期設定で前シーズン「チーム名」が表示されている場合が有

ります)。   なお、複数種目に渡る場合は、種目ごとに同様の入力が必要となります。  

エ）登録後の「承認」行為について  

  「② [SAJ操作マニュアル]所属団体責任者用」に基づいて承認行為をお願いします。  

   会員個人(選手)自身による入力後は、顧問 (第四階層)による「承認」行為が必要になります。  

   顧問による代理ログインで入力をした会員については、顧問による「承認」行為は不要です。  

  ⇒学校レベルでのシクミネット入力が完了 (第四階層承認を含めて)した時点で、京都府高体連ス   

キー専門部登録担当まで、その旨報告をメール等にて必ずお願いします。これを受けて高体連・

SAK・SAJ承認を順次していき、入力行為が終了となります。  
 

オ）登録料の支払いについて  

   変更がないこと、また2020年9月10日 (木 )までに入力が完了していることを条件に、本紙3ペ

ージに記載した「集金情報」シート③とSAJシクミネットへの支払い総額が一致するはずです。 

 ※SAJ承認が完了後、各会員個人 (選手)宛メールにてSAJから請求通知が送信されます。  

あ(A) 貴校スキー部で取り纏めて一括振込をする場合 

    貴校からの支払いと二重払いになることを避けるため、会員個人 (選手)には、請求通知が届   

いてもそれに対応しないよう、顧問の先生から予め連絡を周知願います。  

  その上で「② [SAJ操作マニュアル]所属団体責任者用」に基づいて振込をお願いします。  

あ(B) 会員個人(選手)に個別で振込をさせる場合  

    SAJから送信された請求通知に応じて、「③ [SAJ操作マニュアル]会員用」に基づいて振込

を早急に完了するようご指示願います。  
 

カ）各種登録番号の発行について  

 継続・更新選手･･･前年度使用の各種登録番号が引き継がれます。  

 新規選手･･･◎SAJ会員登録番号：シクミネット登録完了時点で画面上に登録番号が表記されます。 

 新規選手･･･◎SAJ競技者登録番号、FIS競技者登録番号：登録料振込完了数日後に、シクミネット  

登録画面に表示されます。  
 

キ）SAJシクミネットへの入力期限  

   遅くとも2020年9月10日(木)までには入力・承認まで完了願います。これがギリギリの期日で

すので、余裕をもって入力完了願います。この日を過ぎても入力は可能ですが、前述の通り登録

料の一部が2倍(SAJ競技者登録料)・3倍(FIS競技者登録料)となりますのでご注意願います。  

 

【後日、追加登録がある場合】 

  基本的には同じ操作ですが、費用が一部変更になること、SAJだけでなく高体連にも追加報告を  

することになりますので、今回の提出以後に追加登録者が発生した場合は、必ず京都高体連スキー  

専門部登録担当までご一報願います。追加登録用のExcelデータを準備しお渡しします。  

 

【SAK(京都府スキー連盟)競技者登録について】  

今回の登録とは別に、京都府スキー連盟競技部による競技者登録があります。この登録ポイントに

基づいて京都府のレースの出走順を決定していきます。一人500円(10月1日以降は1,000円)でSAK競

技部から後日案内があります。未登録の場合、京都府スキー選手権・国体予選のエントリー代が1レ

ースにつき1,000円費用が高くなりますのでSAK競技者登録完了をお勧めします。  

 

【登録に関する問い合わせ先】 

京都府高体連スキー専門部登録担当 徳永  秀也  

    E-mail  tokunaga@js.doshisha.ac.jp      Tel  075-781-7121(同志社高等学校) 

 

以上 
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