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岡岡山山県県ススキキーー連連盟盟公公認認ポポイインントトレレーースス  

  

第第 7777回回国国民民体体育育大大会会冬冬季季大大会会ススキキーー競競技技会会岡岡山山県県選選手手選選考考会会要要項項    

（（兼兼岡岡山山県県選選手手権権大大会会・・第第 110000回回全全日日本本選選手手権権大大会会岡岡山山県県選選手手選選考考会会））  

  

主主    催催    （公益財団法人）岡山県スポーツ協会・岡山県スキ－連盟 

後後    援援 岡山県・岡山県教育委員会 

期期    日日  2022年 1月 20日(木)～1月 23日(日)アルペン・クロスカントリ－ 

会会    場場 鳥取県西伯郡大山町大山      ア  ル  ペ  ン 会場  だいせんホワイトリゾ－ト 

                         ク ロ ス カ ン ト リ － 会場  大山林間コ－ス 

                

実実施施要要項項    

１１  日日程程及及びび種種目目  

    １月１９日（水） 13:00      ＯＣ会議                鳥取県スキー連盟事務所 

 

    １月２０日（木） 09:00 アルペン：ＯＣ会議               中の原スキーセンター     

13:00 アルペン：役員集合 中の原スキーセンター 

16:00 アルペン：キャプテンミ－ティング        中の原スキ－センタ－ 

ＧＳ（成年男子Ａ・Ｂ・Ｃ・少年男子） 

   （成年女子Ａ・Ｂ・少年女子）  

 

１月２１日（金）09:30  アルペン:競技開始 ＧＳ 

（成年男子Ａ・Ｂ・Ｃ・少年男子）     大山国際チャンピオンコ－ス 

（成年女子Ａ・Ｂ・少年女子）         

          11:00 クロス： ＯＣ会議                中の原スキ－センタ－ 

         14:00 クロス：役員集合                 中の原スキ－センタ－ 

                16:00 クロス：キャプテンミ－ティング          中の原スキ－センタ－ 

 

１月２２日（土）10:00 クロス：競技開始 （フリ－） 

男子・女子                         大山林間コース 

11:20  クロス：競技開始  (小学生大会) ※選考会終了後 

 

1月２３日（日）10:00 クロス：競技開始 

(クラシカル) 成少年・男女          大山林間コ－ス 

11:20  クロス：競技開始  (小学生大会)※選考会終了後 

  

２２  競競技技方方法法  

  ２－１ スタート順についてはＳＡＪ・ＳＡＯポイント順を基に，本大会規定によるドローを行う。 

尚，鳥取県・岡山県・福岡県の合同開催の為，３県の混合スタートとする。 

  ２－２ 国体及び全日本選手権選手選考・岡山県代表選考基準内規による。 

 

３３  出出場場資資格格    

    ３－１ 第第 7777回回国国民民体体育育大大会会冬冬季季大大会会ススキキ－－競競技技会会開開催催要要項項にに準準ずずるる。。 

    ３－２ 出場者は連盟所属のクラブ会員で全日本スキー連盟に登録した者，又は国体種目に限り別に定める規定

により岡山県スキー連盟仮登録手続きをした者に限る。 

  ３－３ 出場者は県スキ－連盟競技者登録（ＳＡＯポイント管理登録）を完了していること。 

  ３－４ Ｂ級公認に出場希望者は SAJ競技者登録を完了しておくこと。 

  ３－５ 出場者は必ず傷害保険に加入し，大会当日は健康保険証を持参すること。 

      尚，傷害保険は全日本スキ－連盟のスキ－安全共済制度加入が望ましい。 

  ３３－－６６ 新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染拡拡大大防防止止ににかかかかるる遵遵守守事事項項にに同同意意すするる者者。。 
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４４  各各種種目目・・組組別別年年齢齢基基準準  

  ４－１ 国体種目 

  ア 成年男子 

(ア) Ａ（１８歳以上 ２６歳未満）1995年４月２日から 2003年４月１日までに生まれた者 

(イ) Ｂ（２６歳以上 ３４歳未満）1987年４月２日から 1995年４月１日までに生まれた者 

（ウ） Ｃ（３４歳以上）           1987年４月１日以前に生まれた者 

但し，スペシャルジャンプ及びコンバインドについては，成年男子Ａは，２７歳未満（1994 年４月２日以

降に生まれた者）,成年男子Ｂは２７歳以上（1994年４月１日以前に生まれた者）とする。 

イ 成年女子   

  （ア） Ａ（１８歳以上 ２４歳未満）1997年４月２日から 2003年４月１日までに生まれた者 

  （イ） Ｂ（２４歳以上）            1997年４月１日以前に生まれた者 

ウ 少年男子及び少年女子            2003年４月２日から 2007年 4月 1日までに生まれた者 

                   （ただし，中学生は３年生のみ参加できる。） 

 

５５  表表      彰彰  

      各組共優勝者にはメダル及び賞状，２位・３位には賞状を授与する。 

 

６６  競競技技規規則則  

      全日本スキー連盟競技規則最新版による。 

      但し，国体実施要項及び本大会に定められた規約が優先する。 

      ※アルペン 2021－2022カテゴリ－のスキ－板で滑走しなければならない。 

（ラディウス（Ｒ）女子・男子 Ｒ３０ ） 
 

７７  申申      込込  

  ７－１ 期 日 2021年１２月１７日（金）迄に必着のこと。  

  ７－２ 様 式 連盟規定の申し込み用紙に所定事項を記入の上クラブ単位で申し込むこと。 

  ７－３ 宛 先 国体選考会大会事務局 

          〒〒700-0823 岡山市北区丸の内２丁目７－９ 亀山ビル３階 

                岡山県スキー連盟  (086)801-9090  ＦＡＸ (086)801-9191 

 

８８  参参  加加  料料 

    ８－１ スキー連盟登録者  

    ア 国体競技種目別参加料は下表の通り 

 種  目 ＧＳＬ クラシカル フリー 

国体予選のみ 
成   年 4,000円 4,000円 

4,000円 
少   年 3,500円 3,500円 

Ｂ級大会のみ 
成   年  3,500円 3,500円 

少   年  3,500円 3,500円 

国体予選 

＋Ｂ級大会 

成   年  7,500円 

少   年       7,000円 

    イ 参加料は申込書と同時にクラブ単位でまとめて納入すること。 

  ８－2 スキー連盟未登録者 
    ア １種目１０，０００円とする。但し仮登録料を含む。参加料は別途必要である。（Ｂ級公認競技出場はできない） 

    イ 出場申し込みに必要な書類を一括し参加料を添えて申し込むこと。 

      尚，申し込み書類に不備がある場合は出場を認めない。 

   ８－３ 大会中止の時の取り扱い 

      参加料はいかなる場合も返金しない。 
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９９  代代表表者者会会議議（（キキャャププテテンンミミーーテティィンンググ））  

  ９－１ ア ル ペ ン 競技 2022年 1月 20日 16:00より 会場 中の原スキーセンター ２Ｆ 

   ９－２ ノルディック競技  2022年 1月 21日 16:00より 会場 中の原スキーセンター １Ｆ 

 

１１００  現現地地大大会会本本部部  

      鳥取県西伯郡大山町    「崋山」 TEL ０８５９-４８-６６００ 

 

１１１１  大大会会役役員員宿宿舎舎及及びび集集合合日日時時  

 １１－１ ア ル ペ ン 競技 大山町「華山」を宿舎とする。１月 20日 13:00までに中の原スキーセンター集合。 

 １１－２ ノルディック競技 大山町「雪花荘」を宿舎とする。1月 21日 14:00までに中の原スキーセンター集合 

１１２２  そそのの他他  

 １２－１ 本大会は岡山県スキー連盟のポイントレースとする。 

 １２－２ ＧＳ競技に出場する選手は必ず新規格ヘヘルルメメッットト((FFIISS対対応応ススッッテテッッカカーー貼貼付付))・・ススキキーースストトッッパパーーをを着着用用ののこことと 

 １２－３ 競技中発生した傷害については応急処置を行うがその責任は負わない。 

 １２－４ 技術代表は練習を監視して技術未熟で危険が予想される場合は出場を中止させることができる。この場合参加料は返

金しない。 

 １２－５ 大会役員は各クラブ１名以上必ず出席することとし１１２２月月１１77 日日（（金金））までに役員数とその氏名及び参加日を明記し

て大会事務局に届け出ること。 尚，要請状の必要な場合はその郵送先の住所・宛先・役職名を明記の上届け出るこ

と。 

 １２－６ 未登録者の申し込み希望については大会事務局に連絡し申し込み手続きを取ること。 

 １２－７ 大会開催可否の決定は下記の通りとする。 

      但し，中止の場合のみ県連ホームページにてお知らせする。 

      22002222年年１１月月 1199日日((水水))1133：：0000現在の積雪状態により決定する。    

 

   ※※  「新型コロナウイルス感染症予防対策のお願い（21頁）を確認した上で、 
     会場にお越しの際は健康チェックシート（24頁）を必ず提出してください。」 
 

     本大会は新型コロナウィルス感染対策として、ＳＡＪのガイダンス及びガイドラインに基づき運営

しています。 

    ご一読いただき、感染対策にご配慮いただきますようお願いします。 
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