
第２７回中越スキー選手権大会開催要項 
兼平成２６年度中越地区高等学校スキー大会  
兼第５２回中越地区中学校スキー大会 

（第５２回中越アルペンスキー競技会） 
 
１．主  催   公益財団法人新潟県スキー連盟中越協議会  新潟県高等学校体育連盟 
              新潟県中学校体育連盟  中越地区中学校体育連盟 
２．共  催   南魚沼市   南魚沼市教育委員会    南魚沼市体育協会 
        小千谷市   小千谷市教育委員会    小千谷市体育協会 
３. 後  援  十日町市   十日町市教育委員会    十日町市体育協会 
４．主  管  松之山スキー協会(十日町･津南 5 地区スキー連絡協議会)   南魚沼市スキー協会 
        小千谷スキークラブ 
５. 協  力   十日町高等学校   八海高等学校   

 十日町市・中魚沼郡中学校体育連盟   南魚沼郡市中学校体育連盟 
 小千谷市中学校体育連盟   松之山温泉スキー場 

６. 期  日  平成２７年１月８日(木)～１月１１日（日） 
７．会  場  ア ル ペ ン 種 目          松之山温泉スキー場 
              ノルディック種目  クロカン：南魚沼市欠之上クロスカントリーコース             

ジャンプ：白山シャンツェ･白山クロスカントリースキーコース 
８．競技規則  (公財)全日本スキー連盟競技規則最新版及び本大会要項に準ずる。 
９．参加資格  中越協議会傘下の所属員で会員登録を完了した者、及び中越地区居住者であり、別に定める 
    及び制限  会員外特別参加料を納入した者に限る。中学生は、中越地区中学校在学生で学校長の許可を

得た者。 
               各組別年齢算定 
                 ・高校は少年、一般は成年とする。 
                 ・少年組は大会開催年の 3月 31日現在 16～18 才の者、成年組は 19才以上の者とする。       

ノルディック種目において、定時制課程に在学する者は少年組とする。 
10．申込方法   (1)  申込期日 アルペン： 平成 26年 12 月 12 日（金）正午必着 
                              ｸﾛｽｶﾝﾄﾘ-： 平成 26年 12 月 11 日（木）正午必着 
                              ジャンプ： 平成 26年 12 月 12 日（金）正午必着 
                            ※遅れた場合にはエントリーを認めない。ＦＡＸでの申込は受理しない。 
               (2)  申 込 先 
                  アルペン：〒942-1434 十日町市松之山天水島 909 松之山温泉スキー場 
                                      中越スキー選手権大会事務局  ℡025-596-3133 

(中学・高校生は別途受付）  
               ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ：〒949-6680 南魚沼市六日町 865 番地 南魚沼市社会教育課生涯スポーツ係 
                       中越スキー選手権大会事務局  ℡025-773-6630 
                  ジャンプ：〒947-0035 小千谷市大字桜町 4915 番地 小千谷市総合体育館内 
                                          中越スキー選手権大会ジャンプ事務局 ℡0258-83-0077 
               (3) 様  式 県大会申込書と同じ、実物大をコピーして使用。（用紙サイズ厳守のこと) 
                   アルペン：一覧表 (様式５)個票は種目ごとに記入し､女子は朱書きのこと（様式１） 

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ：一覧表 (様式７）個票（様式３、但しランキングは不要）  
                                    中学生は、別紙申込用紙により申し込むこと。 

ジャンプ：一覧表 (様式６) 個票（様式２）※個票は種目ごとに記入すること。 
11．参 加 料   アルペン  会員は成年 1 人 2,000 円｡少年(高校生含む)1 人 1,500 円｡ 

会員外は 1人 5,000 円｡ 
               中学生は 1人 1,000 円｡申込と同時に大会事務局へ納入のこと。 

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  会員(高校生含む)は 1人 1,800 円。会員外は 1人 3,000 円。中学生 1人 1,300 
      円（大会協力費含む)を申込と同時に大会事務局へ納入のこと。 
ジャンプ  会員（高校生含む)は1人1,500円｡会員外は1人3,000円｡中学生は1人1,000

円（大会協力費含む）を申込と同時に大会事務局へ納入のこと。 
12．抽  選   アルペン        ：平成 26年 12 月 16 日（火）10:00～（松之山公民館） 

クロスカントリー：平成 26 年 12 月 12 日（金）10:00～（南魚沼市民会館） 
ジャンプ    ：平成 26 年 12 月 15 日（月）10:00～ (小千谷市総合体育館) 

                 (1) 少年・成年の部の抽選は､各種目とも SAJ､NSA ポイント（クロスカントリー）によりグル
ープ分けを行う｡グループ数は参加人数によって２～４グループとする。（グループ内
スタート順は抽選により決める） 

                 (2)ノルディック種目の SAJ､NSA 未登録者及びポイント無しは第１グループとする｡ 
                 (3)ノルディック種目中学の部の抽選は、校内ランキングをもとに４グループに分けて行

う｡ 
13．表  彰   組別･種目別に上位入賞６位まで (中学生は８位まで) 賞状を授与し、中学生の１位から

３位までにはメダルを授与する｡ 
14．宿    泊   (1) 申 込 先  

アルペン  〒942-1434 十日町市松之山天水島 909 
                        松之山温泉スキー場 ℡025-596-3133 
          ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  宿泊希望者は各校で申し込むこと。 
               （宿泊施設ご案内：六日町観光協会 ℡025-770-1173 FAX025-770-1183） 
         (2) 申込方法 ｢スキーにいがた」各種申込様式 (様式８) に記入の上、申し込むこと｡ 
               (3) 宿泊料金 アルペン：中体連料金､県高体連料金に準ずる｡ 

クロスカントリー：中体連料金、一泊二食 6,588 円 昼食 648 円 
         高体連料金、一泊二食 6,696 円 昼食 648 円  

15. そ の 他  (1) 大会参加者は、各自でスポーツ傷害保険に加入して申し込むこと｡ 
(2) 出場選手が競技出場中に傷害を受けた場合、主催者側において応急処置は行いますが､

その後の責任は一切負いません。 



               (3) 参加料は､いかなる場合も返却しません。 
               (4) 少雪の場合、中止又は会場、日程変更もあり得る。 
 
◎アルペン 
      競技種目 回転競技  中学生男子、女子・一般男子、女子 
                大回転競技 男子 中学生、少年、成年（Ａ，Ｂ，Ｃ） 
                            女子 中学生、少年、成年（Ａ，Ｂ） 
 
     そ の 他  ・ポイント登録者はコード№とそれぞれのポイントを記入のこと｡ 
               ・ポイント記入ないものはシードされない｡ 
              ・高校生は翌日使用される競技コースの整備に協力すること｡ 
                                        ≪日   程≫ 
 

1 月 8日 (木) 1 月 9日 (金) 
   

  8：00～  選手受付（ｽｷｰﾊｳｽ) 

  9：30～  大回転競技 

       終了後 表彰式（ﾚｽﾄﾊｳｽ雪椿)

8：00～  選手受付（ｽｷｰﾊｳｽ) 

 9：30～  回転競技 

   終了後 表彰式（ﾚｽﾄﾊｳｽ雪椿） 
 
※リフト券は､松之山温泉スキー場で午前 7 時から購入してください。（松之山温泉旅館宿泊者は、2,000 円
になります。宿泊旅館から割引券をお持ち下さい。） 
 
◎ノルディック 
  〇クロスカントリー         
       種  目  

クラシカル
 中学生男子 5㎞､ 中学生女子 3㎞ 

 少年･成年男子 10㎞､ 少年･成年女子 5㎞ 
 

 

フ リ ー
 中学生男子 5㎞､ 中学生女子 3㎞ 

 少年･成年男子 10㎞､ 少年･成年女子 5㎞ 
 
        組  別 中学生男子・女子、少年男子・女子、成年男子 ・女子 
        競技方法  各種目とも個人選手権とする。 

≪日   程≫ 
 

1月8日（木） 1月9日（金） 
   

 
   8:00～監督会議(中学･高校･一般） 
               (必ず出席のこと) 
   9:00～開会式 
  10:15～中学生女子     3㎞（ﾌﾘｰ） 
  11:00～中学生男子     5㎞（ﾌﾘｰ） 
  12:30～少年･成年女子  5㎞（ﾌﾘｰ） 
  13:00～少年･成年男子 10㎞（ﾌﾘｰ） 
  表彰式は随時行います。 
 

  10:00～中学生女子     3㎞（ｸﾗｼｶﾙ） 
11:00～中学生男子     5㎞（ｸﾗｼｶﾙ） 

  12:30～少年･成年女子  5㎞（ｸﾗｼｶﾙ） 
  13:00～少年･成年男子 10㎞（ｸﾗｼｶﾙ） 
 
       閉会式 （準備が出来次第行う） 

南魚沼市欠之上クロスカントリーコース 
 

〇ジャンプ  
種目  スペシャルジャンプ (中学・少年・成年Ａ、Ｂ) 

コンバインド (中学・少年・成年Ａ、Ｂ) 
 

                                      ≪日   程≫     
1 月 11 日（日） 

8:00 ～ 選手受付 

8:15 ～ 代表者会議 

8:45 ～ 開会式 
9:15 ～ コンバインドジャンプ 

 終了後 スペシャルジャンプ 
終了後 コンバインドクロス 10km フリー（少年、成年Ａ） 
    コンバインドクロス 5 ㎞フリー（中学、成年Ｂ） 
終了後 表彰式・閉会式 

小千谷市白山シャンツェ 
小千谷市白山クロスカントリースキーコース 


