
新潟県、新潟県教育委員会、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オリンピック委員会

※ジャンプ競技については、ヒルサイズ 68m（K=60m）に変更する場合もある。

中学生組

高校生組

ただし、クロスカントリー種目については、クラシカル、フリーどちらかで資格を取得した者は、両

種目に出場できるものとする。

JOCジュニアオリンピックカップ2013全日本ジュニアスキー選手権大会
兼　全日本中学生選抜スキー大会（ノルディック種目）要項

1 主　　催 （財）全日本スキー連盟

4 後　　援

5 会　　期

公益財団法人新潟県体育協会、妙高市体育協会、（財）地域活性化センター

6 会　　場

2 共　　催 妙高市、妙高市教育委員会

3 主　　管 全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会

7 実施要項

(1)競技種目

コンバインド ヒルサイズ 100m（K=90m）、フリー 10km

平成25年3月14日（木）～16日（土）

スペシャルジャンプ ヒルサイズ 100m（K=90m）

男　　子 クロスカントリー クラシカル 10km、フリー 10km

種 目 会 場

女　　子 スペシャルジャンプ ヒルサイズ 100m（K=90m）

クロスカントリー クラシカル   5km、フリー   5km

(2)日　　程

期 日 開始時間

3月14日
（木）

8:30 スペシャル・コンバインドジャンプTCM  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

9:00 コンバインドジャンプ予備競技ラウンド  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

11:00～12:00 競技力向上セミナー・実技講習会（ジャンプ）  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

11:00～12:00 競技力向上セミナー・実技講習会（クロスカントリー） 妙高高原クロスカントリーコース

16:00 開会式  妙高高原体育館

引き続き クロスカントリーTCM  妙高高原体育館

3月15日
（金）

8:30 コンバインドジャンプ試技開始  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

9:00 コンバインドジャンプ競技開始  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

競技終了後 スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

9:00 男子 10km、女子 5km　フリー  妙高高原クロスカントリーコース

13:00 コンバインドクロスカントリーコースオープン  妙高高原クロスカントリーコース

14:00 コンバインドクロスカントリー競技開始  妙高高原クロスカントリーコース

 新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

9:00 スペシャルジャンプ競技開始  新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

(3)競技方法 全日本スキー連盟競技規則（最新版）による。ただし、本要項に定めたものを優先する。

3月16日
（土）

8:30 スペシャルジャンプ試技開始

9:00 男子 10km、女子 5km　クラシカル  妙高高原クロスカントリーコース

※ただし、TCMで競技開始時間の変更もある。

④  2013全国高等学校スキー大会各種目ごと男子30位、女子30位までの者

(4)組　　別 平成9年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者

平成6年4月2日から平成 9年4月1日までに生まれた者

(5)出場資格 ①  SAJ競技者管理登録を完了していること。

②  2013国民体育大会（冬季）少年組、男女20位までの者（個人種目に限る）

③  2013全国中学校スキー大会男子30位、女子30位までの者（個人種目に限る）

開催都道府県には、高校生（男子10名、女子5名）・中学生（男子15名、女子10名）を出場させる

（個人種目に限る）

★

⑤ 都道府県スキー連盟会長推薦

　上記②～④以外に中学生、高校生、各組男子5名、女子4名を出場させることができる。

　（スペシャルジャンプは中学生、高校生、各組5名）

⑥ 特別出場枠

SAJ強化指定選手、ジュニア強化指定選手の出場を認める。

⑦ 開催都道府県出場枠

ことができる。

(6)抽選方法 ①  SAJスキー競技規則に準じて最新のポイントリストによって行う。

② ポイントを持たない選手のドローは、SAJ競技規則のとおり「ノーポイントグループドロー」を行

う。

新潟県妙高市　妙高高原クロスカントリーコース、新潟県妙高高原赤倉シャンツェ
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各種目各組第10位まで表彰する。参加者全員に参加賞を贈る。

各競技の最優秀選手男女各1名にカップを授与する。

各種目とも中学・高校を通して男女10位まで表彰する。

各種目とも1年生から3年生まで学年別に男女10位まで表彰する。

本大会は妙高高原地域内のスキークラブ・旅館組合・観光協会等の関係する皆様のご協力により大会運営されてい

ますので、選手・監督は大会主旨を理解のうえ妙高高原地域内の事務局の指定する宿舎に宿泊することとする。

上記の地域外に宿泊した場合、大会運営に支障が出ることから、必ず大会事務局を通して申し込むこととする。

クロスカントリー競技宿舎は妙高高原地域内、ジャンプ競技宿舎は赤倉温泉・新赤倉温泉地区を予定しています。

一泊二食付き6,700円（税込み）

大会間近の積雪状況等により会場が変更になる場合がありますので、妙高市公式ホームページで確認してください。

http://www.city.myoko.niigata.jp/new/joc/2013/

(4)

ジュニアオリンピックカップ

（個人による推薦申込は一切受け付けない。）

8申込方法

(1)申込書類（申込個票、申込一覧表）により各都道府県単位で申し込むこと。

10申込締切

(2)スペシャルジャンプ及びコンバインド競技は、中学・高校合わせたランキングを記入のこと。

9参 加 料

(1)参加料は1人1種目3,500円とし、申込時は都道府県単位で口座振込か現金書留で送金すること。

振込口座 （新井信用金庫　田口支店　普通　0221753）

（全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会　事務局長　築田和志）

(2)参加料は、いかなる場合でも返金いたしません。なお、領収書が必要な場合は申し出ること。

(1)ジュニアオリンピックカップ

ジュニア選手権大会

(1)平成25年2月19日（火）午後5時必着で大会事務局まで送付のこと。

★国体少年組で出場資格を得た者は、FAXでの申込みも認める。その場合別途、口座振込にて参加料を納入する事。

宿泊申込については、平成25年2月19日（火）午後5時必着で大会事務局まで送付のこと。

(2)申込先 〒949－2192　新潟県妙高市関川997　妙高市妙高高原支所内

全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会事務局宛

11抽 選

平成25年3月13日（水）に大会事務局にて行う。

14

(2)選手が競技中に傷害を受けた場合については応急手当はするが、それ以後の責任は負わない。

(2)

そ の 他

(1)出場選手は必ず傷害保険に加入すること。

(3)

中学生選抜大会

保険証を持参すること。

宿 泊

(4)

(3)

(5)表彰式は競技終了後、各会場にて行う。

13

12表 彰
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【講　師】

2 期 日 平成25年3月14日（木）～16日（土）

JOCジュニアオリンピックカップ2013全日本ジュニアスキー選手権大会

兼　全日本中学生選抜スキー大会　要項（ノルディック種目）

1 開 催 地

16:00 開会式

11:00～
12:00

3 日 程

クロスカントリー競技 ジャンプ競技

3月13日
（水）

14:00 組織委員会

8:30 スペシャル・コンバインドジャンプTCM

9:00 コンバインドジャンプ予備競技ラウンド

  開会式に引き続きTCM

3月15日
（金）

9:00 男子 10km　フリー

3月14日
（木）

16:00 開会式

 競技力向上セミナー 11:00～
12:00

 競技力向上セミナー

 実技講習会（予定）  実技講習会（予定）

13:00 コンバインドクロスカントリーコースオープン 競技終了後  スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング

 コンバインドジャンプ試技開始

11:00 女子  5km　フリー 9:00 コンバインドジャンプ競技開始

8:30

TCM（チームキャプテンミーティング） 開 会 式 次 第

14:00 コンバインドクロスカントリー競技開始

3月16日
（土）

9:00 男子 10km　クラシカル 8:30 スペシャルジャンプ試技開始

11:00 女子  5km　 クラシカル 9:00 スペシャルジャンプ競技開始

2 競技役員紹介 2 主催者あいさつ

1 開　会 1 開式通告

4 競技に関する説明 4 歓迎のことば

3 TDあいさつ 3 来賓祝辞

1 セミナー

閉式通告

5 その他 5 選手宣誓

6 閉　会 6

競技力向上セミナー・実技講習会

・コンバインド

2 実技講習会

元オリンピック選手・メダリスト（いずれも未定）

・クロスカントリー

・ジャンプ




