
平成２８年度 第６９回新潟県高等学校総合体育大会スキー大会 

兼 平成２８年度 第６６回全国高等学校スキー大会新潟県予選会要項 

 

 

１ 主  催 新潟県高等学校体育連盟 

 

２ 共  催 新潟県教育委員会   (公財)新潟県体育協会   (公財)新潟県スキー連盟 

       魚沼市教育委員会   十日町市教育委員会 

 

３ 後  援 魚沼市体育協会  魚沼市ｽｷｰ協会 守門ｽｷｰｸﾗﾌﾞ  須原ｽｷｰ場  (一社)魚沼市観光協会 

(一社)十日町市ｽﾎﾟｰﾂ協会  十日町市ｽｷｰ協会  (一社)十日町市観光協会  十日町市旅館組合 

 

４ 主  管 新潟県高等学校体育連盟スキー専門部 

 

５ 主 管 校 十日町高等学校  六日町高等学校  八海高等学校 

 

６ 期  日 アルペン        平成２９年１月１６日（月）～１９日（木） 

       クロスカントリー    平成２９年１月１５日（日）～１８日（水） 

       ジャンプ        平成２９年１月１７日（火）～１８日（水） 

 

７ 会  場 アルペン        須原スキー場 

       クロスカントリー    十日町市吉田クロスカントリー競技場 

       ジャンプ        長野県白馬ジャンプ競技場 長野県白馬クロスカントリー競技場 

 

８ 種  目  

 

男 

子 

 

・ジャイアントスラローム  ・スラローム 

・クロスカントリー１０㎞（クラシカル） ・クロスカントリー１０㎞（フリー） 

・リレー（１０㎞×４人 １・２走クラシカル、３・４走フリー） 

・スペシャルジャンプ  ・ノルディックコンバインド 

 

女 

子 

 

・ジャイアントスラローム  ・スラローム 

・クロスカントリー５㎞（クラシカル） ・クロスカントリー５㎞（フリー） 

・リレー（５㎞×３人 １走クラシカル、２・３走フリー） 

 

９ 日  程 

アルペン クロスカントリー ジャンプ 

1/16 

（月） 

17:00 監督会議、ドロー 

（大会本部宿舎） 

1/15 

（日） 

11:30 監督会議 

12:00 開会式、選手会 

（ふれあいスポーツセンター） 

1/17 

（火） 

台整備 

公式練習（ＰＣＲ） 

監督会議 

1/17 

（火） 

8:00 コース整備 

16:00 開会式、選手会 

（センターハウス） 

1/16 

（月） 

13:00 女子 5㎞ｸﾗｼｶﾙ 

13:15 男子 10 ㎞ｸﾗｼｶﾙ 

1/18  

（水） 

開会式、選手会 

ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ 

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾌﾟ 

Ｎ･Ｃ10 ㎞ 

閉会式、選考会 

1/18 

（水） 

10:00 SL  第１回目 

13:00 SL  第２回目 

14:30 コース整備 

1/17 

（火） 

13:00 女子 5㎞ﾌﾘｰ 

13:15 男子 10 ㎞ﾌﾘｰ 

15:00 選考会 

1/19 

（木） 

10:00 GSL 第１回目 

13:00 GSL 第２回目 

16:00 閉会式、選考会 

（センターハウス） 

1/18 

（水） 

12:30 男子リレー 

13:20 女子リレー 

15:45 閉会式 

（ふれあいスポーツセンター） 

※上記の時間については、当日の気象条件により変更もあり得る。 



 

 

10 競技規則 全日本スキー連盟競技規則最新版に準拠した新潟県高体連スキー専門部規定による。 

 

11 引率･監督 （１）引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は校長 

の認める学校の職員とする。 

（２）監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠 

償責任保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

 

12 参加資格 （１）県高体連加盟校の生徒であって、在学する学校長の承認を得た者。また、本年度の 

ＳＡＪ会員登録と競技者登録を完了している者。 

年齢は１９９７年（平成９年）４月２日以降に生まれた者とする。ただし、出場は同

一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

       （２）チーム編成については、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成、ま

た本校と分校による混成は認めない。統廃合の対象になる学校については、当該校を

含む合同チームによる大会参加は認める。 

       （３）転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。ただし、 

一家転住等やむを得ないと主催者が認めた場合はこの限りではない。 

 

13 出場制限 （１）１校からの出場制限はない。 

       （２）リレーは１校１チームとし、エントリーは男子６名、女子５名以内とする。 

       （３）個人の出場種目は２種目以内。ただし、リレーはこの限りではない。 

 

14 抽  選 （１）アルペンのグループ分けは以下のとおりとする。 

〈男子〉  〈女子〉 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ １ ２ ３以下  ｸﾞﾙｰﾌﾟ １ ２以下 

上越 ４ ４ ①SAJ ポイント 

②ポイントなし 

③未登録 

 上越 ３ ①SAJ ポイント 

②ポイントなし 

③未登録 

中越 ３ ４  中越 ４ 

下越 １ １  下越 １ 

         ①男子第１グループおよび第２グループは各地区予選上位通過者でドローを行う。 

         ②女子第１グループは各地区予選通過者でドローを行う。 

         ③男子第２グループまでに１人も入らない地区がある場合、第２グループの最後に 

１枠設ける。 

         ④女子第１グループに１人も入らない地区がある場合、第１グループの最後に１枠 

設ける。 

       （２）クロスカントリーは男女とも５グループに分け、抽選を行う。 

          （参加人数によっては変更もあり得る） 

       （３）ジャンプ・コンバインドは校内ランキングで行う。 

 

15 採点方法 （１）入賞得点は各種目とも、１位１１点、２位９点～１０位１点とする。 

（２）学校対抗得点対象は、各種目とも各校の上位３名までとし、以下得点対象者を順次 

繰り上げる。 

（３）合計得点により男女別に総合順位を決定する。同点の場合は、優勝チームに限り、 

各種目の上位入賞者数（３位まで）により決定する。それでも決定しない場合は、 

リレー競技の順位により決定する。 

 

16 表  彰 男女別に総合１位に優勝旗、個人・総合とも６位まで表彰する。 

 

 

 

 

 



 

 

17 参加申込 （１）申込期限 平成２９年１月５日（木）必着 

       （２）申込先  ※「県大会申込書在中」と朱書きすること。 

               〈アルペン〉 

〒949-6681 南魚沼市余川 1380-2  六日町高等学校 髙野 大 宛 

TEL 025(772)3224 FAX 025(772)4201 

               〈クロスカントリー〉 

〒948-0083 十日町市本町西 1-203 十日町高等学校 岸 一成 宛 

TEL025(752)3575 FAX025(757)8997 

               〈ジャンプ〉 

〒949-6681 南魚沼市余川 1276    八海高等学校  上村英紀 宛 

TEL 025(772)3105 FAX 025(772)8878 

       （３）申込方法 次の書類を作成し申し込むこと。 

        ①種目別参加申込書・出場認知書（高体連様式１） 

        ②種目別個票、リレー申込書（「スキーにいがた」・県連 HP掲載様式） 

        ③宿泊申込書（「スキーにいがた」・県連 HP 掲載様式） 

        ※クロカンの校内ランキングは１月１３日（金）までに提出 

（４）参加料  選手１名につき５５０円を各会場ごとに監督会議で納入すること。 

（５）男子アルペンについて 

    ○地区責任者は、地区大会終了後直ちに予選結果を連絡すること。 

    ・連絡先   当番校  髙野  大  （六日町高校） 

    ・地区責任者 上 越  羽賀 徹昭  （新井高校） 

           中 越  高橋 正和  （十日町総合高校） 

           下 越  大野  聡  （新発田商業高校） 

（６）参加生徒の個人情報等の公開について同意を得ること。同意が得られない生徒につい

ては「個人情報等の公表に同意が得られない生徒名簿」（高体連様式）に必要事項を記

載し、参加申込書に添付すること。 

 

18 宿  泊 （１）宿泊は下記に申し込むこと。 

アルペン･ジャンプ：当番校宛に申し込み、配宿指示に従うこと。各校独自で申し 

込みはしないこと。（希望宿舎がある場合には、申込書に記載すること） 

クロカン：各校対応もしくは当番校。ただし、申込書（様式８）には決定宿舎を記入

し、参加申込みと同時に必ず連絡すること。 

       （２）料金は高体連料金とする。（１泊３食 ７，３４４円税込） 

          （内訳：１泊２食 ６，６９６円税込み  弁当（昼食） ６４８円税込み） 

 

19 そ の 他 （１）各校は出場種目ごとに１名以上の役員を出すこと。 

       （２）選手・顧問は必ずコース整備、会場整備に参加すること。 

       （３）アルペン及びジャンプの選手はクラッシュヘルメットを着用すること。 

       （４）種目によっては除雪協力費・スノーセメント代を徴収する場合もある。 

 

20 全国高等学校スキー大会出場制限 

       （１）１校からの出場選手は、アルペン及びクロスカントリー種目は、１種目男女とも３名 

          以内とし、補欠は両種目とも１名とする。ジャンプ種目（スペシャルジャンプ、Ｎ・ 

          コンバインド）は制限を加えず、補欠は存在しない。ただし、いずれの場合も県予選 

          通過者に限る。リレーは１チーム（男子は６名連記、女子は５名連記）。 

          また、出場選手は１人２種目以内とする。ただし、リレーはこの限りでない。 

 

 

 

 

 



 

 

       （２）新潟県の本年度出場枠 

男 

子 

・ジャイアントスラローム（７）     ・スラローム（７） 

・クロスカントリー１０㎞Ｃ（１５） ・１０㎞Ｆ（１５）  ・リレー（５） 

・スペシャルジャンプ（７）       ・ノルディックコンバインド（９） 

女 

子 

・ジャイアントスラローム（７）    ・スラローム（６） 

・クロスカントリー５㎞Ｃ（１４）  ・５㎞Ｆ（１３）   ・リレー（５） 

 

21 全国高等学校スキー大会参加申し込み 

       （１）申込方法 各種目の選手選考会にて申し込むこと。 

       （２）申込書類 出場認知書及び宿泊申込書は学校長の許可印（職印）を押印のうえ選手 

                選考会に出席し、必要事項を記入し提出すること。 

       （３）参加料等 ・参加料１人１種目４，０００円 

リレー１チーム男子８，０００円 女子６，０００円 

               ・プログラム１，０００円（参加校に男女各１部を無料配布） 

       （４）そ の 他 ・申し込み必要データ（生年月日、ＳＡＪ会員登録、競技者登録番号） 

               ・最終申込作業（各部長、総務）１月１９日（木） ９時  

場所：   


