
2022 年度競技規則変更点  赤字部分＝変更点 
 
ページ 条番号 変更前 変更後 
表紙   2022 年度改訂第 30 版 
年齢カテゴリー規程 

A-7-1 第 121 条 2020 年 9 月 1 日制定 2020 年 9 月 1 日制定 
2022 年 9 月 1 日改訂 

A-7-1 第 121 条-2 種目別開催カテゴリーと参加条件 別途参照 
競技の進行に関する共通規則 

A-19 第 401 条-1 

スタ－ト順は、ユース女子、ユース男子、シニア女

子、シニア男子、シニアメン女子、シニアメン男子、ジ

ュニア女子、ジュニア男子、ー般女子、ー般男子の

順で行なう。但しユース及びジュニアの競技方法に

ついては参加人数が少ない場合、男女ー緒に行な

い成績発表と賞典は別々に行なう。 

スタ－ト順は、U-9女子、U-9男子、U-12女子、U-12男

子、U-15 女子、U-15 男子、50+女子、50+男子、40+
女子、40+男子、35+女子、35+男子、30+女子、30+
男子、U-18 女子、U-18 男子、OPEN 女子、OPEN 男子

の順で行なう。但しユース及びジュニアの競技方法に

ついては参加人数が少ない場合、男女ー緒に行ない

成績発表と賞典は別々に行なう。 

A-20 第 407 条 

-1 すべての公式発表には、必ずジュリーの確認が

なくてはならない。 
-2 公式掲示板のひとつは、フィニッシュ・エリア内に

設け、この公式発表を貼りださなければならない。 
-3 各 TC 会議直後、競技本部（事務局）にも、同じく

この公式発表を貼りださなければならない。 
-4 競技会中の変更は、ジュリ－によりスピーカーで

告知される。 

-1 すべての公式発表には、必ずジュリーの確認がなく

てはならない。 
-2 公式掲示板のひとつは、フィニッシュ・エリア内に設

け、この公式発表を貼りださなければならない。 
-3 各 TC 会議直後、競技本部（事務局）にも、同じくこ

の公式発表を貼りださなければならない。 
-4 競技会中の変更は、ジュリ－によりスピーカーで告

知される。 
-5 第 407 条-1～4 に合致しない公式発表については

TS 判断とする。 

A-20 第 408 条-1 
公式掲示板に掲示された成績は、ジュリーメンバー

の署名がないかぎり、非公式である。 
公式掲示板に掲示された成績は、ジュリーメンバーの

署名がないかぎり、非公式である。 
ただし、電磁的方法による発表はこの限りではない。 

A-21 第 410 条-1 -6 成績発表に対して。 成績発表に対して。ただし、採点競技の成績（スコア及

び順位）についての抗議は受理されない。 
アルパイン競技における共通規則 

A-29 第 610 条-2 

２本目のスタ－ト順 
２本行なう競技では、２本目のスタ－トは、１本目の

成績順で決定される。すなわち、１本目の上位 15 名

が逆の順、15、14、13、12、11、……３、２、１とスタ

－トし、その他は成績順でスタ－トする。もし同タイム

の競技者がいる場合は、１本目のスタート順の早い

競技者が先にスタ－トする。 
２本目のスタ－ト・リストは、即時に印刷され各役員

にすみやかに配布されなければならない。ただし、

DU においては、DU 競技、競技の進行の項に準ず

る。 

２本目のスタ－ト順 
２本行なう競技では、２本目のスタ－トは、１本目の成

績順で決定される。すなわち、１本目の上位 15 位まで

が逆の順、15、14、13、12、11、……３、２、１とスタ－ト

し、その他は成績順でスタ－トする。もし同タイムの競

技者がいる場合は、１本目のスタート順の早い競技者

が先にスタ－トする。 
２本目のスタ－ト・リストは、即時に印刷され各役員に

すみやかに配布されなければならない。ただし、DU に

おいては、DU 競技、競技の進行の項に準ずる。 

A-31 第 616 条 新設 

ソフトブーツカテゴリー 
-1 ソフトブーツカテゴリーに出場する競技者は、ソフト

ブーツを使用しなければならない。スノーボードの形状

は制限しない。プレートの使用はセパレートタイプに限

定する。スノーボード、ブーツ、バインディングの改造は

認めない。 
デュアル・スラローム競技（DU） 

A-38 第 807 条-3-7 

シングルフォーマットの KO ラウンドにおいて 2 名同

時にフライングした場合、予選順位が上位の競技者

を勝者とする。 
※予選成績が同順位の場合はリザルト表記が上の

選手（第 807 条 2-4 参照）を上位とする。 
ファイナルおよび 3 位 4 位決定戦も同様とする。 

シングルフォーマットの KO ラウンドにおいて同着（同タ

イム）の場合、また 2 名同時にフライングした場合、予

選順位が上位の競技者を勝者とする。 
※予選成績が同順位の場合はリザルト表記が上の選

手（第 807 条 2-4 参照）を上位とする。 
ファイナルおよび 3 位 4 位決定戦も同様とする。 

スロープスタイル競技（SS） 

A-54 第 1301 条-1 

スロープスタイル競技とは、キッカーやヒップ、コーナ

ージャンプ等のエアー・セクションと、レールやボック

ス等のスライディング・セクションが、地形を活かして

バランス良く複数設置されたコースで、各々の競技

者が演技を行い、その優劣を競う競技である。 

スロープスタイル競技とは、キッカーやヒップ、コーナー

ジャンプ等のエアー・セクションと、レールやボックス等

のスライディング・セクションが、地形を活かしてバラン

ス良く複数設置されたコースで、各々の競技者が演技

を行い、その優劣を競う競技である。 
※気象状況等により全てのセクションを使えないコース

の競技成立は FS-TS 判断とする。 

A-59 第 1316 条-3 
1 つのジャッジハウスにおいて、3 名もしくは 4 名のフ

リースタイル・ジャッジで採点する場合は、その合計

点、5 名のフリースタイル・ジャッジで採点する場合

1 つのジャッジハウスにおいて、3 名もしくは 4 名のフリ

ースタイル・ジャッジで採点する場合は、その平均点も

しくは合計点、5 名のフリースタイル・ジャッジで採点す



は、最高点と最低点を除いた 3名のジャッジのスコア

の合計点が競技者に与えられるポイントとなる。ジャ

ッジがいくつかのセクション毎に別れている場合は、

すべてのフリースタイル・ジャッジのスコアの合計点

が競技者に与えられる。 

る場合は、最高点と最低点を除いた 3 名のジャッジの

スコアの平均点もしくは合計点が競技者に与えられる

ポイントとなる。ジャッジがいくつかのセクション毎に別

れている場合は、すべてのフリースタイル・ジャッジのス

コアの平均点もしくは合計点が競技者に与えられる。

（平均点は端数四捨五入の小数点第２位まで表示） 
ストレートジャンプ競技（SJ） 

A-67 第 1415 条-3 

３名もしくは４名のフリースタイル・ジャッジで採点す

る場合は、その合計点、５名のフリースタイル・ジャッ

ジで採点する場合は、最高点と最低点を除いた３名

のジャッジのスコアの合計点が競技者に与えられる

ポイントとなる。 

３名もしくは４名のフリースタイル・ジャッジで採点する

場合は、その平均点もしくは合計点、５名のフリースタ

イル・ジャッジで採点する場合は、最高点と最低点を除

いた３名のジャッジのスコアの平均点もしくは合計点が

競技者に与えられるポイントとなる。（平均点は端数四

捨五入の小数点第２位まで表示） 
クォーターパイプ競技（QP） 

A-74 第 1515 条-3 

３名もしくは４名のフリースタイル・ジャッジで採点す

る場合は、その合計点、５名のフリースタイル・ジャッ

ジで採点する場合は、最高点と最低点を除いた３名

のジャッジのスコアの合計点が競技者に与えられる

ポイントとなる。 

３名もしくは４名のフリースタイル・ジャッジで採点する

場合は、その平均点もしくは合計点、５名のフリースタ

イル・ジャッジで採点する場合は、最高点と最低点を除

いた３名のジャッジのスコアの平均点もしくは合計点が

競技者に与えられるポイントとなる。（平均点は端数四

捨五入の小数点第２位まで表示） 
ジブ競技（JB） 

A-81 第 1615 条-3 

３名もしくは４名のフリースタイル・ジャッジで採点す

る場合は、その合計点、５名のフリースタイル・ジャッ

ジで採点する場合は、最高点と最低点を除いた３名

のジャッジのスコアの合計点が競技者に与えられる

ポイントとなる。 

３名もしくは４名のフリースタイル・ジャッジで採点する

場合は、その平均点もしくは合計点、５名のフリースタ

イル・ジャッジで採点する場合は、最高点と最低点を除

いた３名のジャッジのスコアの平均点もしくは合計点が

競技者に与えられるポイントとなる。（平均点は端数四

捨五入の小数点第２位まで表示） 
 
 
2022 年度運営マニュアル変更点  赤字部分＝変更点 

 
ページ 条番号 変更前 変更後 
表紙   2022 年度改訂第 30 版 
4．競技委員会（THE RACE COMMITTEE） 

B-16  

(9)副審 
□ジュリー・メンバーの一員として、公平かつスムー

スな審判が行なわれるよう主審と協力し指示・監督

する。 

(9)副審 
□公平かつスムースな審判が行なわれるよう主審と協

力し指示・監督する。 

公認スロープビルダー規程 

B-34 第 2 条-7 JSBA 公認プロ登録者でスノーボードクロス競技を専

門とし、PSA ASIA の推薦を受けた者 

JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含む）

でスノーボードクロス競技を専門とし、PSA ASIA の推薦

を受けた者 
公認セッター規程 

B-36 第 2 条(1)-3 JSBA 公認プロ登録者でアルパイン競技を専門とし、

PSA ASIA の推薦を受けた者。 

JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含む）

でアルパイン競技を専門とし、PSA ASIA の推薦を受け

た者。 

B-36 第 2 条(2)-3 JSBA 公認プロ登録者でアルパイン競技を専門とし、

PSA ASIA の推薦を受けた者。 

JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含む）

でアルパイン競技を専門とし、PSA ASIA の推薦を受け

た者。 
公認技術審判員規程 

B-43 B 級 □JSBA 公認プロ登録者でフリースタイル競技を専門

とし、PSA ASIA の推薦を受けた者。 

□JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含

む）でフリースタイル競技を専門とし、PSA ASIA の推薦

を受けた者。 
公認プロ規程 

B-46  1992 年 10 月 9 日制定 
2017 年 9 月 1 日改訂 

1992 年 10 月 9 日制定 
2022 年 9 月 1 日改訂 

B-47 第 2 条-3-2-8 

プロツアー特別参加によりプロ登録資格を得た者

は、いずれの場合でもプロ登録資格を得た日より 1
年間はプロツアー特別参加資格を得ることはできな

い。 

プロツアー特別参加によりプロ登録資格を得た者は、

いずれの場合でもプロ登録資格を得た日より PSA ASIA
が定める当該年度が終了するまで（その年の 5 月 31
日まで）はプロツアー特別参加資格を得ることはできな

い。 

B-49  

（表 3）プロトライアルランキングで得られるプロ登録

資格 
プロトライアルランキング 

種目 プロ登録資格 
男子 女子 

（表 3）プロトライアルランキングで得られるプロ登録資

格 
プロトライアルランキング 

種目 プロ登録資格 
男子 女子 



AL 
SX 
FS 

32 位以上 
24 位以上 
32 位以上 

12 位以上 
12 位以上 
16 位以上 

 

AL 
SX 
HP 
SS 

32 位以上 
24 位以上 
12 位以上 
16 位以上 

12 位以上 
12 位以上 
6 位以上 
8 位以上 

 

B-49  

（表 4）プロツアー特別参加により得られるプロ登録

資格 

 

 

B-53  

スロープビルダー（SB） 
⑦JSBA 公認プロ登録者でスノーボードクロス競技を

専門とし、PSA ASIA の推薦を受けた者。 

スロープビルダー（SB） 
⑦JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含

む）でスノーボードクロス競技を専門とし、PSA ASIA の

推薦を受けた者。 

B-54  

A 級セッター（AS） 
③JSBA 公認プロ登録者でアルパイン競技を専門と

し、PSA ASIA の推薦を受けた者。 

A 級セッター（AS） 
③JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含

む）でアルパイン競技を専門とし、PSA ASIA の推薦を

受けた者。 

B-55  

B 級セッター（BS） 
③JSBA 公認プロ登録者でアルパイン競技を専門と

し、PSA ASIA の推薦を受けた者。 

B 級セッター（BS） 
③JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含

む）でアルパイン競技を専門とし、PSA ASIA の推薦を

受けた者。 

B-55  

B 級技術審判員（B 級ジャッジ） 
②JSBA 公認プロ登録者でフリースタイル競技を専門

とし、PSA ASIA の推薦を受けた者。 

B 級技術審判員（B 級ジャッジ） 
②JSBA 公認プロ登録者（過去に登録歴のある者を含

む）でフリースタイル競技を専門とし、PSA ASIA の推薦

を受けた者。 
 
 
第 121条-2 種目別開催カテゴリーと参加条件 

競技種目別に開催するカテゴリー及び参加条件を下記のように定める。 

 

年齢カテゴリー 
開催種目 

AL SX HP SS SJ 
U-9 ↓（注 1） 〇条件付（注 2） ↓（注 4） 条件付（注 5） 条件付（注 5） 

U-12 男子 〇 
〇条件付（注 2） 〇 条件付（注 5） 条件付（注 5） 

女子 〇 〇 条件付（注 5） 条件付（注 5） 

U-15 男子 〇 〇条件付（注 3） 〇 条件付（注 5） 条件付（注 5） 
女子 〇 〇条件付（注 3） 〇 条件付（注 5） 条件付（注 5） 

U-18 男子 〇 〇 〇 〇  

女子 〇 〇 〇 〇  

OPEN 男子 〇 〇 〇 〇 〇 
女子 〇 〇 〇 〇 〇 

30+ 男子  〇 〇   
女子   〇   

35+ 男子      
女子 〇削除     

40+ 男子 〇     
女子 〇     

50+ 男子 〇     
女子 〇     

〇＝開催カテゴリー 

（注 1）AL U-9該当者は、自身より上の年齢カテゴリーに参加することができる。（プラス年齢枠を除く） 

（注 2）SX U-9及び U-12該当者は、それぞれのカテゴリーのみに出場できる。なお男女分けは行わない。 

（表4）プロツアー特別参加により得られるプロ登録資格
スタートランキング上
位16人の出走人数

プロ登録権
獲得順位

スタートランキング上
位16人の出走人数

プロ登録権
獲得順位

16人 16位以内 8人 8位以内
15人 15位以内 7人 7位以内
14人 14位以内 6人 6位以内
13人 13位以内 5人 5位以内
12人 12位以内 4人 4位以内
11人 11位以内 3人 3位以内
10人 10位以内 2人 2位以内
9人 9位以内 1人 1位以内

スタートランキング上
位8人の出走人数

プロ登録権
獲得順位

スタートランキング上
位8人の出走人数

プロ登録権
獲得順位

8人 8位以内 4人 4位以内
7人 7位以内 3人 3位以内
6人 6位以内 2人 2位以内
5人 5位以内 1人 1位以内

男子
（全種目
共通）

女子
（全種目
共通）

※スタートランキング上位者（男子16人・女子8人）の出走が0人の場合、プロ登録
資格の発行は行わない。



（注 3）SX U-15 該当者は、その年齢カテゴリーのみに参加できる。 

（注 4）HP U-9 及び U-12（削除）該当者は、自身より上の年齢カテゴリーに参加することができる。（プラス

年齢枠を除く） 

（注 5）SS/SJ U-15 以下の年齢カテゴリー該当者は、トライアウトに参加し認定を受けることで、SS/SJの全

てのカテゴリーに参加することができる。 
 
 


