競技本部の資格
競技役員基礎知識
ベーシック・オブ・レフェリー
（BOR）

BORは資格ではなく、スノーボード競技会の基礎を学習することを目的とした講習会。
一度受講すればタビュレーター・旗門審判員・C級ジャッジなどが受験可能になる。複数回受講する必要は無い。

テクニカル・スーパーバイザー アルパイン（AL）・スノーボードクロス（SX）・フリースタイル（FS）の各種目毎にTS資格がある。
（TS）
JSBAの公認大会を開催する際に、全ての競技者が正しくスムーズに行えるように競技においての最高の権限をもって運営に携わるのがTSの仕
事。
大会中に急な天候の悪化や事故などが起きた時には、素早く的確に状況を判断し、各部署への指示を行う。
スロープビルダー（SB）

ハーフパイプ、スノーボードクロス、スロープスタイル競技のコースを選手の技術向上ならびに育成と安全な競技会の運営に主眼をおいてコース造
りを行う仕事。
大会レベル、雪の状況、自然の地形を考慮していかにコース造りするかが腕の見せ所。

タビュレーター（Tb）

アルパイン（AL）・スノーボードクロス（SX）・フリースタイル（FS）の各種目毎にタビュレーター資格がある。
アルパイン競技ではタイム、フリースタイル競技ではジャッジスコアを計算し、順位を集計するのがタビュレーターの仕事。
スタートリストの作成から競技途中の出走リスト、リザルト出しまでを行う。

公認旗門審判員（GJ）／
コースマーシャル

アルパイン競技において、セッターがセットした旗門を選手が確実に通過したかどうか、また、スノーボードクロス競技においては各
競技者がセクションを確実に通過したかどうかをチェックするのが旗門審判員の仕事。

公認A・B級セッター

アルパイン競技において、選手が通過する旗門（ポール）をセットするのがセッターの仕事。大会のレベルとコースなどの状況に応
じていかにセットするかが腕の見せどころ。

公認A・B・C級技術審判員
（ジャッジ）

フリースタイル競技において、選手の演技をスコアリング（採点）するのがジャッジの仕事。スコアリングは明確な基準によって行わ
れ、最低3名のフリースタイル・ジャッジと1名のヘッド・ジャッジによるジャッジ・チームによってジャッジングします。

受験要項
競技役員基礎知識
ベーシック・オブ・レフェリー
（BOR）

受験資格

テクニカル・スーパーバイザー（TS）
アルパインTS（AL-TS）
ALタビュレーターの資格とB級セッ
ター以上の資格を有し、下記条件の
いずれかにあたる者。
①地区大会以上の競技会において
ジュリー経験がある者。
②地区AL部長の推薦がある者。

スノーボードクロスTS（SX-TS）
SXタビュレーターの資格とスロープビ
ルダーの資格を有し、下記条件のい
ずれかにあたる者。
①地区大会以上の競技会において
ジュリー経験がある者。
②地区SX部長の推薦がある者。

タビュレーター（Tb）
旗門審判員（GJ）／
A級セッター（AS）
コースマーシャル
ALタビュレーター（AL-Tｂ）
SXタビュレーター（SX-Tｂ）
FSタビュレーター（FS-Tｂ）
BORを受講済の者で下記条件のいず BORを受講済の者でスノーボード競技の運営に情熱を持ち、パソコンの扱い（特にExcelの基本的 BORを受講済の者でスノーボー 受験日に満22歳以上の者。
れかにあたる者。
な操作）に堪能な者。原則として地区の推薦が必要。
ド競技の運営に情熱を持つ者。 BORを受講済の者で下記条件
①公認テクニカル・スーパーバイザー
原則として地区の推薦が必要。 のいずれかにあたる者。
②公認A・B級セッター
①B級公認セッターの資格を有
③公認A・B級技術審判員
する者で、全日本大会またはプ
④公認A・B級インストラクター
ロサーキットで６位以内に３回
⑤圧雪車オペレーターの従事者で、リ
以上入賞し、アルパイン部の推
ゾートからの推薦を得た者。
薦を受けた者。
⑥公認スノーボードパトロール
②B級公認セッターの資格を有
⑦JSBA公認プロ競技者でスノーボード
するもので、２年度連続して研
クロス競技を専門とし、PSA ASIAの推
修会に参加し、全日本またはプ
薦を受けた者。
ロサーキットでアシスタントセッ
⑧特例として、競技本部資格者選考委
ターを実務し、地区協会が推薦
員会が認めた者。
した者。
③JSBA公認プロ競技者でアル
パイン競技を専門とし、PSA
ASIAの推薦を受けた者。
スロープビルダー（SB）

フリースタイルTS（FS-TS）
FSタビュレーターの資格とC級ジャッ
ジ以上の資格を有し、下記条件のい
ずれかにあたる者。
①地区大会以上の競技会において
ジュリー経験がある者。
②地区FS部長の推薦がある者。

JSBA会員

受験者の年齢

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

制限なし

受験日に満22歳以上

必要書類

JSBA会員証 他

JSBA会員証 他

JSBA会員証 他

JSBA会員証／パソコン持参（お持ちでない方は、各地区協会へお問い合わせください） 他

JSBA会員証 他

JSBA会員証／B級公認セッ
ター公認証 他

学科試験の内容

なし

アルパイン競技会に関するあらゆる スノーボードクロス競技会に関するあ フリースタイル競技会に関するあらゆ
コース造成に関するあらゆる知識。
知識。
らゆる知識。
る知識。

実技試験の内容

なし

実技試験は行わず、資格取得後、テクニカル・スーパーバイザーのアシスタントのもと実務を行い、正式に資格発 実技試験は行なわず、実技講習で実際
行となる。
に障害物を造成する。

取得後の活用先

アドバイス・試験対策

スノーボード競技会の基礎を学 ＪＳＢＡよりアルパイン公認競技会に ＪＳＢＡよりスノーボードクロス公認競 ＪＳＢＡよりフリースタイル公認競技会
ＪＳＢＡより公認競技会にスロープビル
び、専門的な競技役員資格の テクニカル・スーパーバイザー（TS）と 技会にテクニカル・スーパーバイザー にテクニカル・スーパーバイザー
ダーとして派遣される。
取得を目指す。
して派遣される。
（TS）として派遣される。
（TS）として派遣される。

アルパイン・タビュレーターとし スノーボードクロス・タビュレー フリースタイル・タビュレーターと 旗門審判員として必要な専門
て必要な専門知識。
ターとして必要な専門知識。
して必要な専門知識。
知識。
タビュレーターの実技・パソコンも使用します。

B級セッター（BS）
受験日に満20歳以上の者。BOR
を受講済の者で下記条件のいず
れかにあたる者。
①旗門審判員の資格を有し、地
区大会・公認大会のアシスタント
セッターを２回以上実務した者。
②旗門審判員の資格を有し、地
区大会で６位以内に３回以上入
賞した者で、各地区協会が推薦し
た者。
③JSBA公認プロ競技者でアルパ
イン競技を専門とし、PSA ASIAの
推薦を受けた者。

受験日に満20歳以上

スノーボードクロス競技会の進
行上のルールを確実に把握す
る必要があります。また、講習・
試験では現場での作業に基づ
いてパソコンを使用します。コ
ンピューターの能力も現場では
必要。

フリースタイル競技会の進行上
のルールを確実に把握する必要
があります。また、講習・試験で
は現場での作業に基づいてパソ
コンを使用します。コンピュー
ターの能力も現場では必要。

受験費用

講習料￥3,000

講習料￥20,000（税別）
検定料￥10,000（税別）
研修料（資格維持講習）￥5,000（税別）

講習料￥30,000（税別）
検定料￥10,000（税別）
研修料（資格維持講習）￥5,000（税別）

講習料￥4,500（税別）
検定料￥4,000（税別）

試験開催予定時期

各地区ごとに通年開催。

例年は競技本部または各地区ごとにシーズン前（9～12月頃）に開催。

例年は競技本部がシーズン中に2～3日
間で開催。

例年は各地区協会ごとにシーズン前（9～12月頃）に学科試験・実技試験を同時開催。

資格の有効条件

なし
※競技役員資格の受験に必要
な講習会。

資格の抹消

なし

問い合わせ先

JSBA各地区協会

受験日に満18歳以上の
者。下記条件の全てにあ
たる者。
①JSBA Ｂ級ジャッジ取得
後、最低１年間の実務経
験があること。
②地区大会での実務経
験。
③地区協会フリースタイル
部より推薦を受けること。
④ヘッド・ジャッジ経験が１
回以上あること。

B級技術審判員
（Ｂ級ジャッジ）
受験日に満18歳以上の
者。下記条件の全てにあ
たる者。
①JSBA Ｃ級ジャッジ取
得後、最低１年間の実務
経験があること。
②セパレーション・システ
ムの各カテゴリーでの
ジャッジ経験が、最低各
１回以上あること。

ビデオ講習（実技試験はありま コースセットの要領（1単位）/コースセッターの実務（1単位）/実技
せん。）及び学科試験
検定（1単位）

アルパイン種目では最も重要な
役職で、特に最近ショートポー
ルにおける旗門不通過の判断
は非常に難しいものとなってお
り、JSBA競技本部ではこの資
格のレベルアップを計っていま
す。旗門不通過の定義を十分
に理解することが資格取得のカ
ギです。
講習料￥4,500（税別）
検定料￥1,000（税別）

JSBA会員証 他

トリックテスト/ランキングテスト/学科テスト

単にポールセットをするだけでなく、コースや天候に応じたスノー
人間が人間を評価するのは非常に難しいものです。単に技の種類やその難易度を理
ボード独自のポールセット（三角フラッグやショートポールなど）が
解しているだけでは合格できません。競技会のレベル、コース状況や天候などあらゆ
必要になります。それには、まずある程度以上の滑走能力が必要
ることを基準に入れ選手個々のポイントを付ける能力センスが必要です。
となってきます。

講習料￥3,000（税別）
検定料￥12,000（税別）

講習料￥4,500（税別）
検定料￥8,500（税別）

例年は各地区協会ごとにシー
例年は競技本部または各地区ごとにシーズン中（12～4月頃）に開
ズン前（9～12月頃）に試験を開
催。
催。

講習料￥4,500（税別）
検定料￥4,000（税別）

例年は競技本部がシーズン前（9～12月頃）にジャッジクリニックを開催。

毎年の会員登録。毎年の資格登録料納付。2年度に1度の更新手続き。2年度に1度の
クリニック（研修会）参加。

下記条件のいずれかを満たさ
下記条件のいずれかを満たさ 下記条件のいずれかを満たさ 下記条件のいずれかを満たさな
なければならない。
3年度に1度クリニックに参加しなければ
なければならない。
なければならない。
ければならない。
①3年度に1度のクリニック参加
ならない。
①3年度に1度のクリニック参加 ①3年度に1度のクリニック参加 ①3年度に1度のクリニック参加
②3年度に1度以上の公認競技
（SX-TS所持者は資格有効期限内のス ②3年度に1度以上の公認競技 ②3年度に1度以上の公認競技 ②3年度に1度以上の公認競技
会での実務経験
ロープビルダー実務経験でも可）
会での実務経験
会での実務経験
会での実務経験
（各セッター所持者は更新不
（AL-TS所持者は更新不要）
（SX-TS所持者は更新不要）
（FS-TS所持者は更新不要）
要）

ＪＳＢＡ競技本部

受験日に満18歳以上の者。
BORを受講済の者で下記条件
のいずれかにあたる者。
①スノーボード競技に情熱を持
つ者で、受験日に満１８歳以上
の者
②最低１年以上のスノーボード
経験があること

アルパイン競技の知識（1単位）/アルパイン競技のルール（1単位） 1.フリースタイルの基礎知識/2.フリースタイルジャッジの服務心得/3.ジャッジングの基
/セッターの心得（1単位）/旗門の種類とコースセットの要領（2単
礎知識/4.ジャッジシステムについて/5.フリースタイル競技会の基礎知識/6.ヘッド
位）
ジャッジの服務心得

3年度に1度クリニックに参加しなければならない。
（AL-TS所持者は資格有効期限内のセッター実務経験でも可）

FS-TS所持者は更新不要

2年度に1度クリニックに参加しなければならない。

会員登録をせず、丸1年を経過した場合。
資格更新をせず、丸1年を経過した場合。
JSBA競技本部／各地区協会

（Ｃ級

受験日に満18歳以上

クリニック参加の代わりに公認 クリニック参加の代わりに公認 クリニック参加の代わりに公認競 クリニック参加の代わりに公認
SX-TS所持者はクリニック参加の代わ
競技会での実務経験でも可。 競技会での実務経験でも可。
技会での実務経験でも可。
競技会での実務経験でも可。 AL-TS所持者はクリニック参加の代わりにセッター実務経験でも可
りにスロープビルダー実務経験でも可。
AL-TS所持者は更新不要。
SX-TS所持者は更新不要。
FS-TS所持者は更新不要。 各セッター所持者は更新不要。

3年度に1度クリニックに参加しなければならない。

C級技術審判員
ジャッジ）

または、JSBA公認プロ競
技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会員証／公認旗門審判員 JSBA会員証／B級公認技 JSBA会員証／C級公認
公認証 他
術審判員公認証 他
技術審判員公認証 他

毎年の会員登録。毎年の資格登録料納付。3年に1度の更新手続き。3年に1度のクリニック（研修会）参加。

なし

(A

JSBAの（全日本）・地区
大会・公認大会に公認
ジャッジとして派遣され
ＪＳＢＡの全日本・地区大会・公
JSBAの全日本・地区大
ＪＳＢＡよりアルパイン公認競技 ＪＳＢＡよりスノーボードクロス ＪＳＢＡよりフリースタイル公認競 ＪＳＢＡ公認競技会実行員会よ
ＪＳＢＡの地区大会・公認大会競
る。ヘッドジャッジとしての
認大会競技会実行委員会より
会・公認大会に公認ジャッ
JSBAの地区大会・公認大会に
会にタビュレーターとして派遣 公認競技会にタビュレーターと 技会にタビュレーターとして派遣 り公認旗門審判員（旗門審判係
技会実行委員会より公認セッター
派遣は公認大会のみ。
公認セッターとして要請される。
ジまたは、ヘッドジャッジと
公認ジャッジとして派遣される。
される。
して派遣される。
される。
長）として要請される。他
として要請される。他
※全日本についてはフ
他
して派遣される。
リースタイル部の推薦が
必要。

アルパイン競技会の進行上の
初めて競技役員資格を取得す
ルールを確実に把握する必要
る際に必ず受けていただく講
安全で競技レベルの向上を目指した
テクニカル・スーパーバイザーは、JSBAの代表として公認競技会に派遣され、競技会がルール通り公正に行われ
があります。また、講習・試験で
習。試験はなく、スノーボード競
コース造りを、雪の性質等をもとに講習
ているか監督、指導します。単に競技規則を覚えるだけではなく、状況に応じた判断能力が要求されます。
は現場での作業に基づいてパ
技会の基礎を学ぶ講習会です
します。
ソコンを使用します。コンピュー
ので予備知識はいりません。
ターの能力も現場では必要。

資格の更新条件

A級技術審判員
級ジャッジ）

JSBA各地区協会

JSBA各地区協会

JSBA競技本部／各地区協会

JSBA各地区協会

2年度に1度クリニックに参加し
なければならない。
（FS-TS所持者は更新不要）

