
601-8047 京都市南区東九条下殿田町70  京都府ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
◆TEL 075-692-3487      ◆FAX 075-692-3971

◆✉ skikyoto@mbox.kyoto-inet.or.jp
◆http://web.kyoto-inet.or.jp/people/skikyoto/

京都府スキー連盟

2023（令和5年）度
(2022～2023シーズン）

SAK・SAJ会員登録マニュアル

登録内容・会費納入につきましては、各クラブ（所属
団体）で責任を持って確認いただくようお願いします。
本年度は８月２日（火）10：00 ～ 入力可能と

なります

mailto:skikyoto@mbox.kyoto-inet.or.jp
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/skikyoto/
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SAJ会員登録 SAJ会員登録は、①継続会員登録②移籍入会の会員登録③新規会員登録のいずれかの方法により行います。

登録期限
2023年3月31日

●各クラブは、クラブ代表者、評議員、有資格者、主な大会出場予定者、その他資格受検予定者、SAK役員を含め必ず５名以上で会員登録

を行ってください。ただし、分担金納入がない場合は、SAKの承認はできませんのでご注意ください。

●SAJ会員証は来年度から電子会員証に移行の予定です。本年度につきましてはカード会員証・電子会員証ともに使用可能です。（電子会員

証使用の場合可能なかぎり顔写真のアップロードをお願いします。（顔写真の説明⇒シクミネットへのリンクはこちら）

1 継続会員登録
①SAJ会員登録サイトへログイン（個人IDまたはだ管理者ID） ②SAJ会員登録の画面へ進み

個人で登録の場合 ⇒ 会員登録LOGIN

加盟クラブ登録担当者で登録の場合 ⇒ 会員登録管理者用LOGIN

③以上、登録後 ⇒ 以下を実行・確認
● 加盟クラブの承認 ➡ 登録担当者の方が代理入力された場合は不要です。
● 後日、SAJからの承認メール受領 ➡ 希望の決済（支払）方法に基づき登録料の支払い処理を行って下さい。

＊決済（支払）方法等は決済画面で確認して下さい。入金の期限に注意願います。

http://saj-wp.appmlj.com/wp-content/uploads/SAJ%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%94%A8_Ver3_0_1.pdf
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SAJ会員登録
登録期限
2023年3月31日

２ 移籍入会会員登録

●前ページ中段右、会員登録LOGIN（○囲み）から、移籍前所属団体画面に移り入力してください。

・移籍者の会員番号は前回と同じ番号です。会員番号・個人設定済みのパスワードにてＳＡＪ会員登録サイトにログインし直接入力をお願いします。

但し、前年度会員登録が行われていない場合は、以前の会員番号が失効し、その場合は新規登録となります。

・教育部関係有資格者の移籍には連盟内別途手続きが必要です。京都府スキー連盟事務局に申し出願います。

４ 会員登録料

●一般会員登録料（SAK・SAJ）

一般・大学生 3,500円

高校生 1,500円

中学生 500円

小学生以下 500円

●有資格者登録料

教育部各資格 1,500円

競技部各資格 1,000円

注）競技者登録料は７ページを参照

参考:登録完了後の会員証再発行の手数料 1,000円

３ 新規会員登録

●新規会員登録申請から入力してください

5 スキー補償制度

●申し込み方法

①「シクミネット」にて会員登録と同時に保険加入する方法

②「加入申込票」にて保険加入する方法（①以外の方）

●補償内容等詳細はパンフレットを参照してください リンクはこちら

●問い合わせはサポートセンターまでお願いします (P8参照)

６ その他

●各クラブの責任者承認が１週間程度されない場合は、メールにて連絡

があります。

●所属団体の内容に変更がある場合は、その都度シクミネットの団体情

報を変更するとともに、名票を京都府スキー連盟事務局あて提出してくだ

さい 。 名票掲載場所 リンクはこちら

●京都府府スキー連盟事務局

電話 075-692-3487

（月～金/12時～16時/土日祝祭日を除く）

http://www.ski-japan.or.jp/generals/member_04/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fweb.kyoto-inet.or.jp%2Fpeople%2Fskikyoto%2Fsoumu%2Fmeihyo_form.xls&wdOrigin=BROWSELINK
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SAJ/FIS競技者登録

●以下の書類は、競技者登録に関するものです。
SAJトップページ http://www.ski-japan.or.jp/official/saj/index.html

⇒上段「SAJ会員登録」 http://www.ski-japan.or.jp/generals/member/
をクリックし、その中にある「関係資料」から入手願います。

「SAJ宣誓書」

「SAJ宣誓書＊見本」

「FIS宣誓書」

「FIS宣誓書＊見本」

「FIS宣誓書＊和訳」

「18歳未満競技者親権者同意書」（HPでは「ドーピング同意書(18歳未満)」と表記）

「18歳未満競技者親権者同意書＊見本」（HPでは「ドーピング同意書(18歳未満) ＊見本」と表記）

「ヘボン式ローマ字＊見本」

「FIS競技者登録可能年齢一覧表」 ⇒ 22-23_FIS競技者登録可能年齢一覧表.pdf (ski-japan.or.jp)

1 各種宣誓書・同意書について

１入力時満年齢18歳以上の方(以降「成年」と記載)と入力時満年齢18歳未満(以降「未成年」と記載)の方で対応が異なります。

２ 「成年」の方は、各種同意書の提出に代わるものとして、登録画面において規約確認後に「同意」ボタンをクリックしてください。

３ 「未成年」の方は、下記の通り書面手書き記入していただいたものをPDFまたは写メでデータ化し、システムにアップロードしていただくことになります。ただ

し、提出を求められる対象者は次ページに明記された初めて競技者登録をする方です。

(1)各種書類作成時の署名欄記入は選手本人・保護者本人の自筆(同意書には捺印も)が必須となります(顧問・監督・コーチによる代筆は認められま

せん)。

9月12日以降は
登録料アップ(P7)

http://www.ski-japan.or.jp/official/saj/index.html
http://www.ski-japan.or.jp/generals/member/
http://www.ski-japan.or.jp/wp-content/uploads/22-23_FIS%E7%AB%B6%E6%8A%80%E8%80%85%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf
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(2) 加盟団体名は「京都府スキー連盟」と記入願います。

(3) 「記載日」と「生年月日」を混同しないように注意願います。なお、「18歳未満競技者親権者同意書」の記載日のみ和暦記入、他はすべて

西暦で記入願います。(「FIS 宣誓書」の西暦記入のみ、2022年8月2日の場合は「02/08/2022」のように記入してください)

(4) ローマ字は「ヘボン式」で記入願います。

(5) 個人情報に関わりますので、システムへのアップロード前には、データ保存時にファイル名に選手名を明記するなど慎重にお取り扱い願います。

なお、本編用紙はクラブにおいて保管願います（京都府スキー連盟や SAJ(全日本スキー連盟)への提出は不要です）。

SAJ/FIS競技者登録

2 競技者登録の手順 「SAJ 競技者登録」並びに「FIS 競技者登録」は「SAJ 会員登録」と同時に行います

＜宣誓書・同意書の提出＞

「成人」の方はシステム上の同意ボタンをクリックすること、「指定年月日以降に生まれた方」は書類をアップロードすることで「提出」完了となります。

なお、「指定年月日以降に生まれた方」とは、以下を指します。

「SAJ 宣誓書」について

未成年の方で、初めて SAJ 競技者登録をする方

「FIS 宣誓書」について

未成年の方で、初めて FIS 競技者登録をする方

「18 未満競技者親権者同意書」について

未成年の方で、初めて SAJ 競技者登録をする方

※ただし、「SAJ 会員登録」が一旦途切れている方については、上記競技者登録が初めてでない場合でも各種「宣誓書」「同意書」の「提出」が必須となり

ます(ただし、競技者登録番号は以前使用されていたものになります)。

9月12日以降は
登録料アップ(P7)
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SAJ/FIS競技者登録

３ その他の注意点

＜年齢制限について＞

(1) SAJ 競技者登録には、年齢制限がありません。ただしアルペンについては、SAJ 公認レースが中学生以上を対象としたものしかありません（小学

5・6 年生を対象にしたユースレース(K1)は2019-2020 シーズンから廃止になりました）この点ご注意願います。具体的には以下のような設定と

なります。

SAJ ユース（旧 K2）･･･中学生（1 年生～3 年生）と高校 1 年生の早生まれ

SAJ-B 級(一般)･･･・・・･中学校 3 年生・高校 1 年生以上

※中学校 3 年生、高校 1 年生の早生まれは、K2、SAJ-B 級(一般)の両レースへの出場が可能

(2) FIS 競技者登録の年齢制限について

種目により定義が異なります。書類 (01)で確認願います。特に、アルペンでは、早生まれの高校 1 年生(1 月 1 日～4 月 1 日生)の「FIS 競技者登

録」が不可であることにご注意願います。

＜レギュレーションについて＞

国体少年組・SAJ-B 級公認競技会・高体連主催競技会は、全選手が同じルール（中 3・高 1 早生まれをユース扱いとしない）となります。

＜SAJ 競技者登録番号、FIS 競技者登録番号の確認＞

2008-2009 シーズン以降に一度でも SAJ・FIS の競技者登録を完了している選手は、登録番号を所有されています。その番号を使用してください。

SAJ データバンク→該当種目→バイオグラフィーまたは過去のポイントリスト- 5 -から登録番号が確認できます。

※一度でも競技者登録番号をお持ちの方は、絶対に新規登録をしないでください。

（例：03004894･･･アルペン選手、01158349･･･ジャンプ選手、09001234･･･マスターズ選手）

011 ノルディック・ジャンプ 012 ノルディック・コンバインド 013 ノルディック・クロスカントリー 030 アルペン

050 フリースタイル 070 スノーボード 090 マスターズ (マスターズは、090※※※※※ で全種目共通です)

9月12日以降は
登録料アップ(P7)
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SAJ/FIS競技者登録
＜WEB 入力上の注意＞

☆ 「更新」「新規」の選手とも、「種目」を選択(複数の種目を登録される場合は、種目ごとの入力が必要となります)してください。その上で、該当種目の右

側にある「チーム名」「(SAJ・FIS)競技者番号」を入力してください。「種目」を選択した段階で、これら 2 項目が表示される場合は、前年度データとなってい

ますので、特に移籍選手は「チーム名」の変更入力をしてください。

なお、各種競技者登録番号はそのまま引き継がれます。

☆ 「チーム名」について

「ﾌﾘｶﾞﾅ」入力の必須事項が今回から追加となっています。名称表示および「ﾌﾘｶﾞﾅ」については、検索の都合上、チーム内での統一をお願いします。

競技者登録をする小・中学生の「チーム名称」には学校名を登録することができます。新規登録選手や更新選手で学校が変更となる場合、学校名を「○○

小学校」「○○中学校」のように入力願います。文字制限など詳細は書類(10)にて確認願います。高体連登録していない高校生、学連登録していない大学

生は、学校名ではなく所属団体名(をベースに文字数制限対応は書類(10)「12文字以内」を参考)をそのままチーム名称として入力してください。

なお、移籍入会選手で「チーム名称」の変更が必要な場合は、競技者登録入力欄で、競技者登録している種目とチーム名が出てくる画面で、「ゴミ箱ボタ

ン」をクリックし、一旦その競技とチーム名を削除して頂き、同画面で再度登録する競技を選択してチーム名を入力する形で変更願います。

☆ 小中高大生の場合、「学年入力」が必須となります。初期設定では、前年度の学年・チーム名のままです。よって、「学年進行」「必要に応じてのチーム名

変更」作業を必ずお願いします。

☆ 「各種宣誓書・同意書における共通の注意点」にも明記しましたが、最後に完成した各種宣書・同意書は、PDF・写メ等でデータをデジタル化して各選手

登録ページで指示に従ってドラッグによる取り込みをお願いします。

9月12日以降は
登録料アップ(P7)
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SAJ/FIS競技者登録

4 競技者登録料

＜競技者登録料＞ 昨シーズンから「マスターズ」「スピードスキー」も FIS 競技者登録料が有料となりました

ア）2022年 9月12日(月)  14時 59分までに申し込み完了

SAJ 競技者登録料 一人1種目につき、 3,000 円

FIS 競技者登録料 一人1種目につき、 5,000 円

イ）2022年 9月12日(金) 15時以降の申し込み完了

SAJ 競技者登録料 一人 1 種目につき、 6,000 円

FIS 競技者登録料 一人 1 種目につき、15,000 円

※ノルディック(ジャンプ、コンバインド、クロスカントリー)の種目数について

SAJ 競技者登録料･･･複数種目でも「1 種目」と数えます

FIS 競技者登録料･･･種目数分必要となります

５ 事前登録と事後登録について 事前登録受付期間 6月1日(月)10:00～6月15日(火)17:00 

(1)上記登録（本登録）に対して、6 月中旬までに各種登録を予め完了させる登録のことを指します。夏段階で南半球での FIS レースへの参戦、シングル
ペナルティを申請する、全日本強化指定の選手などは、SAJ/FIS の No.1 リストに名簿が掲載されないといけません。SAK としては該当者からの受付を
既に完了しています。

(2)SAJ 会員登録完了後に SAJ 競技者登録や FIS 競技者登録のみ行うことを指します。 つまり、追加で SAJ・FIS 競技者登録のみが必要になった場
合、「事後登録」を要します。その場合、同様に、シクミネットから競技者登録関係のみ追加入力で対応が可能です。

9月12日以降は
登録料アップ
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お問い合わせ先

●SAJ会員登録に関すること
京都府スキー連盟事務局

電話 075-692-3487  （月～金/12:00～16時）休日：土日祝祭日および年末年始
E-mail skikyoto@mbox.kyoto-inet.or.jp

●SAJ/FIS 競技者登録に関すること（メールでお願いします）
SAJ 競技者登録・FIS 競技者登録担当 徳永 秀也（京都府スキー連盟競技部）

電話 075-781-7121（同志社中学校･高等学校）
E-mail tokunaga@js.doshisha.ac.jp

●スキー補償制度に関すること（取扱代理店）
あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 サポートセンター 団体チーム

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町5-48 あいおいニッセイ同和損保 横浜ビル2F
ＴＥＬ 0120-101-373 FAX 045-212-4347 （平日/９時30分～１7時30分）

●京都府スキー連盟競技部ポイント小委員会
今回の登録とは別に、京都府スキー連盟競技部では「SAK競技者登録」をアルペンとクロスカントリー（ノルディック・コンバインド選手は、クロスカントリー
選手として登録）についてのみ行っています。この登録をベースに国体予選・府選手権・クラブ対抗・チャレンジ京都の出走順やSAK強化指定選手を決定
します。申込方法については、「京都府スキー連盟競技部ポイント小委員会」ホームページにてご確認願います。登録用紙を含め資料はここからダウンロー
ドして入手願います。ただし、前年度登録チームには、前年度登録者名の入ったフォーマットが担当から既に添付送信されているのでご確認願います。

SAKポイント小委員会 鈴木 隆文（スズキ タカフミ）（京都府スキー連盟競技部委員）
電話 090-7260-7085
http://sak-point.skr.jp/
E-mail: t-suzuki@ad.ryukoku.ac.jp

mailto:skikyoto@mbox.kyoto-inet.or.jp
mailto:tokunaga@js.doshisha.ac.jp
http://sak-point.skr.jp/
mailto:t-suzuki@ad.ryukoku.ac.jp

