
− 87 −

１１ ．． 趣趣 旨旨

２２ ．． 主主 催催

３３ ．． 共共 催催

４４ ．． 主主 管管

５５ ．． 後後 援援

６６ ．． 期期 日日

７７ ．． 会会 場場

クロスカントリー　：　蒜山三木ケ原スノーパーク（休暇村蒜山高原レストハウス白樺の丘　集合）

※※　　積積雪雪状状況況にによよりり「「休休暇暇村村奥奥大大山山　　鏡鏡ヶヶ成成ススキキーー場場」」にに会会場場変変更更のの場場合合あありり

８８．．参参加加資資格格
（ロ） 新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

９９．．競競技技種種目目

1100．．競競技技方方法法

1111 ．． 表表 彰彰

1122．．申申しし込込みみ ア　ル　ペ　ン：（イ）期　日　　令和4年　１月２7日(木）必着　　別紙個人申し込み票による。

　　　　☎090-1687-2342 ／ 0867-78-1121(職場)

1133 ．． 参参 加加 料料

1133 ．． 抽抽 選選

1144 ．． そそ のの 他他

※※ 「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい（（2211頁頁））をを確確認認ししたた上上でで、、
　　会会場場ににおお越越ししのの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト（（2244頁頁））をを必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。」」

22002211－－22002222　　ＯＯＨＨＫＫ杯杯岡岡山山県県ジジュュニニアアススキキーー選選手手権権大大会会〔〔第第２２戦戦〕〕

※ １本レースのみ ： 要事前申込必要

※フリー走法、マススタート（一斉スタート）

◇ 各区分　１位～６位まで，賞状を授与する／各区分１位のみ優勝メダルを授与する。

　　※同時開催の「新見市長杯」については別途事前に申込が必要ですのでご注意ください。

                    （ロ）宛て先　　〒718-0001 新見市新見1574-3

     　　　　　　　　　　　　　　　　　 阿新スキークラブ　　加 藤　　修 あて　

（ハ）全日本スキー連盟競技規則によるが，本大会に定めるものが優先する。

　　　　　　　　　　（ハ）様　式　　別紙個人申し込み票による

開開　　　　    催催    　　　　要要    　　　　項項

令和4年２月１日（火）に，大会事務局で行う。
抽選は各区分ごとの一括抽選とする。

（ニ）出場者は，開会式および閉会式(表彰式)には，必ず参加すること。

（イ）本競技大会中に発生した傷害事故等については，本部において応急処置は

　　　　　　　　　　（ハ）様　式　　別紙大会申込書による

（ハ）雪不足の場合は，会場の変更または延期か中止をすることもある。(各クラブに速報を)

　　 するが，その後の責任は一切負わない。（（各各自自必必ずずいいずずれれかかのの傷傷害害保保険険にに加加入入ししてておおいいててくくだだささいい))

（ロ）ジャイアントスラローム出場者は，ヘルメットを着用すること。

無料

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒜山スキークラブ　丸山義則　宛て

クロスカントリー：（イ）期　日　令和4年1月２8日（金）必着
　　　　　　　　　　（ロ）宛　先　〒717-050５岡山県真庭市蒜山上長田499

　　※同日開催の「第５１回蒜山バサレース」への申込が必要となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎携帯　(090-7895-0409)

県内の小学生・中学生がスキーを通して，自然に親しみ友情の交歓をするとともに，
競技技術の向上とスポーツ活動の活性化と充実・発展を図る。

岡山県スキー連盟　　　

・ ジャイアントスラローム　 　　 

公益財団法人　ＯＨＫスポーツ振興財団

阿新スキークラブ　／　蒜山スキークラブ

岡山県教育委員会　　岡山放送株式会社

ア　ル　ペ　ン　：令和4年　２月6日（日）　《９時開会》

（イ） 岡山県内の小・中学生であり，保護者の承諾を得ていること。責任ある引率者のあること。

ア　ル　ペ　ン　 ：　いぶきの里スキー場

（イ） 参加区分を次の通りとする。

       ①  低学年の部　（１年～３年）男女別 ／ ②  高学年の部　（４年～６年）男女別

ククロロススカカンントトリリーー：：令令和和44年年　　２２月月　　１１１１日日（（祝祝））　　《《９９時時３３００分分開開会会》》

       ②  中学生の部　（１年～３年）男女別

 (ロ） ジャイアントスラロ－ム競技は１本レ－スとする／ クロスカントリー（バサレースに従って）

・ クロスカントリー

１１ ．． 趣趣 旨旨

２２ ．． 主主 催催

３３ ．． 共共 催催

４４ ．． 主主 管管

５５ ．． 後後 援援

６６ ．． 期期 日日

７７ ．． 会会 場場

クロスカントリー　：　蒜山三木ケ原スノーパーク（休暇村蒜山高原レストハウス白樺の丘　集合）

※※　　積積雪雪状状況況にによよりり「「休休暇暇村村奥奥大大山山　　鏡鏡ヶヶ成成ススキキーー場場」」にに会会場場変変更更のの場場合合あありり

８８．．参参加加資資格格
（ロ） 新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

９９．．競競技技種種目目

1100．．競競技技方方法法

1111 ．． 表表 彰彰

1122．．申申しし込込みみ ア　ル　ペ　ン：（イ）期　日　　令和4年　１月２7日(木）必着　　別紙個人申し込み票による。

　　　　☎090-1687-2342 ／ 0867-78-1121(職場)

1133 ．． 参参 加加 料料

1133 ．． 抽抽 選選

1144 ．． そそ のの 他他

※※ 「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい（（2211頁頁））をを確確認認ししたた上上でで、、
　　会会場場ににおお越越ししのの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト（（2244頁頁））をを必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。」」

22002211－－22002222　　ＯＯＨＨＫＫ杯杯岡岡山山県県ジジュュニニアアススキキーー選選手手権権大大会会〔〔第第２２戦戦〕〕

※ １本レースのみ ： 要事前申込必要

※フリー走法、マススタート（一斉スタート）

◇ 各区分　１位～６位まで，賞状を授与する／各区分１位のみ優勝メダルを授与する。

　　※同時開催の「新見市長杯」については別途事前に申込が必要ですのでご注意ください。

                    （ロ）宛て先　　〒718-0001 新見市新見1574-3

     　　　　　　　　　　　　　　　　　 阿新スキークラブ　　加 藤　　修 あて　

（ハ）全日本スキー連盟競技規則によるが，本大会に定めるものが優先する。

　　　　　　　　　　（ハ）様　式　　別紙個人申し込み票による

開開　　　　    催催    　　　　要要    　　　　項項

令和4年２月１日（火）に，大会事務局で行う。
抽選は各区分ごとの一括抽選とする。

（ニ）出場者は，開会式および閉会式(表彰式)には，必ず参加すること。

（イ）本競技大会中に発生した傷害事故等については，本部において応急処置は

　　　　　　　　　　（ハ）様　式　　別紙大会申込書による

（ハ）雪不足の場合は，会場の変更または延期か中止をすることもある。(各クラブに速報を)

　　 するが，その後の責任は一切負わない。（（各各自自必必ずずいいずずれれかかのの傷傷害害保保険険にに加加入入ししてておおいいててくくだだささいい))

（ロ）ジャイアントスラローム出場者は，ヘルメットを着用すること。

無料

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒜山スキークラブ　丸山義則　宛て

クロスカントリー：（イ）期　日　令和4年1月２8日（金）必着
　　　　　　　　　　（ロ）宛　先　〒717-050５岡山県真庭市蒜山上長田499

　　※同日開催の「第５１回蒜山バサレース」への申込が必要となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎携帯　(090-7895-0409)

県内の小学生・中学生がスキーを通して，自然に親しみ友情の交歓をするとともに，
競技技術の向上とスポーツ活動の活性化と充実・発展を図る。

岡山県スキー連盟　　　

・ ジャイアントスラローム　 　　 

公益財団法人　ＯＨＫスポーツ振興財団

阿新スキークラブ　／　蒜山スキークラブ

岡山県教育委員会　　岡山放送株式会社

ア　ル　ペ　ン　：令和4年　２月6日（日）　《９時開会》

（イ） 岡山県内の小・中学生であり，保護者の承諾を得ていること。責任ある引率者のあること。

ア　ル　ペ　ン　 ：　いぶきの里スキー場

（イ） 参加区分を次の通りとする。

       ①  低学年の部　（１年～３年）男女別 ／ ②  高学年の部　（４年～６年）男女別

ククロロススカカンントトリリーー：：令令和和44年年　　２２月月　　１１１１日日（（祝祝））　　《《９９時時３３００分分開開会会》》

       ②  中学生の部　（１年～３年）男女別

 (ロ） ジャイアントスラロ－ム競技は１本レ－スとする／ クロスカントリー（バサレースに従って）

・ クロスカントリー

１１ ．． 趣趣 旨旨

２２ ．． 主主 催催

３３ ．． 共共 催催

４４ ．． 主主 管管

５５ ．． 後後 援援

６６ ．． 期期 日日

７７ ．． 会会 場場

８８．．参参加加資資格格

（ロ） 新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

９９．．競競技技種種目目

1100．．競競技技方方法法

低学年（１年～３年）男女別 ／ ②  高学年（４年～６年）男女別

1111 ．． 表表 彰彰

1122．．申申しし込込みみ

1133 ．． 参参 加加 料料

1144．．そそ のの 他他

※※ 「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい（（2211頁頁））をを確確認認ししたた上上でで、、
　　会会場場ににおお越越ししのの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト（（2244頁頁））をを必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。」」

（ニ）出場者は，開会式および閉会式(表彰式)には，必ず参加すること。

　　 するが，その後の責任は一切負わない。（（各各自自必必ずずいいずずれれかかのの傷傷害害保保険険にに加加入入ししてておおいいててくくだだささいい))

（ロ）ジャイアントスラローム出場者は，ヘルメットを着用すること。

　　　その場合は，各クラブに速報をする。

(ハ)雪不足の場合は，会場の変更または延期か中止をすることもある。

　　　クロスカントリー競技の実施はありません

　　　　

（イ）本競技大会中に発生した傷害事故等については，本部において応急処置は

（ハ）様　式　　別紙個人申し込み票による

（イ）期　日　　令和4年　2月２4日(木）必着　　別紙個人申し込み票による

無料

       ②  中学生の部　（１年～３年）男女別

岡山県スキー連盟　　　

　　　同日開催の「第49回上斎原リーゼンスラローム大会」に申込が必要です。

（イ） 岡山県内の小・中学生であり，保護者の承諾を得ていること。責任ある引率者のあること。

・ ジャイアントスラローム　 　　 

恩原高原スキー場

（ロ）宛て先　　〒708-0601    苫田郡鏡野町上齋原５１１

22002211－－22002211　　ＯＯＨＨＫＫ杯杯岡岡山山県県ジジュュニニアアススキキーー選選手手権権大大会会〔〔第第３３戦戦〕〕

令和4年　３月　6日（日）　《９時開会》

 (ハ） 全日本スキー連盟競技規則によるが，本大会に定めるものが優先する。

◇ 各区分　１位～６位まで，賞状を授与する／各区分１位のみ優勝メダルを授与する。

       ①  小学生の部

※ １本レース 、クロスカントリーについては実施しません。

公益財団法人　ＯＨＫスポーツ振興財団

上齋原スキークラブ・鏡野町体育協会スキークラブ

開開　　　　    催催    　　　　要要    　　　　項項

県内の小学生・中学生がスキーを通して，自然に親しみ友情の交歓をするとともに，
競技技術の向上とスポーツ活動の活性化と充実・発展を図る。

(イ)  参加区分を次の通りとする。

 (ロ） ジャイアントスラロ－ム競技は１本レ－スとする。

      上齋原郵便局内　　山田　尚也 あて　☎090-3631-0103

岡山県教育委員会　　岡山放送株式会社

１１ ．． 趣趣 旨旨

２２ ．． 主主 催催

３３ ．． 共共 催催

４４ ．． 主主 管管

５５ ．． 後後 援援

６６ ．． 期期 日日

７７ ．． 会会 場場

クロスカントリー　：　蒜山三木ケ原スノーパーク（休暇村蒜山高原レストハウス白樺の丘　集合）

※※　　積積雪雪状状況況にによよりり「「休休暇暇村村奥奥大大山山　　鏡鏡ヶヶ成成ススキキーー場場」」にに会会場場変変更更のの場場合合あありり

８８．．参参加加資資格格
（ロ） 新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる遵守事項に同意する者。

９９．．競競技技種種目目

1100．．競競技技方方法法

1111 ．． 表表 彰彰

1122．．申申しし込込みみ ア　ル　ペ　ン：（イ）期　日　　令和4年　１月２7日(木）必着　　別紙個人申し込み票による。

　　　　☎090-1687-2342 ／ 0867-78-1121(職場)

1133 ．． 参参 加加 料料

1133 ．． 抽抽 選選

1144 ．． そそ のの 他他

※※ 「「新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症予予防防対対策策ののおお願願いい（（2211頁頁））をを確確認認ししたた上上でで、、
　　会会場場ににおお越越ししのの際際はは健健康康チチェェッッククシシーートト（（2244頁頁））をを必必ずず提提出出ししててくくだだささいい。。」」

22002211－－22002222　　ＯＯＨＨＫＫ杯杯岡岡山山県県ジジュュニニアアススキキーー選選手手権権大大会会〔〔第第２２戦戦〕〕

※ １本レースのみ ： 要事前申込必要

※フリー走法、マススタート（一斉スタート）

◇ 各区分　１位～６位まで，賞状を授与する／各区分１位のみ優勝メダルを授与する。

　　※同時開催の「新見市長杯」については別途事前に申込が必要ですのでご注意ください。

                    （ロ）宛て先　　〒718-0001 新見市新見1574-3

     　　　　　　　　　　　　　　　　　 阿新スキークラブ　　加 藤　　修 あて　

（ハ）全日本スキー連盟競技規則によるが，本大会に定めるものが優先する。

　　　　　　　　　　（ハ）様　式　　別紙個人申し込み票による

開開　　　　    催催    　　　　要要    　　　　項項

令和4年２月１日（火）に，大会事務局で行う。
抽選は各区分ごとの一括抽選とする。

（ニ）出場者は，開会式および閉会式(表彰式)には，必ず参加すること。

（イ）本競技大会中に発生した傷害事故等については，本部において応急処置は

　　　　　　　　　　（ハ）様　式　　別紙大会申込書による

（ハ）雪不足の場合は，会場の変更または延期か中止をすることもある。(各クラブに速報を)

　　 するが，その後の責任は一切負わない。（（各各自自必必ずずいいずずれれかかのの傷傷害害保保険険にに加加入入ししてておおいいててくくだだささいい))

（ロ）ジャイアントスラローム出場者は，ヘルメットを着用すること。

無料

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒜山スキークラブ　丸山義則　宛て

クロスカントリー：（イ）期　日　令和4年1月２8日（金）必着
　　　　　　　　　　（ロ）宛　先　〒717-050５岡山県真庭市蒜山上長田499

　　※同日開催の「第５１回蒜山バサレース」への申込が必要となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎携帯　(090-7895-0409)

県内の小学生・中学生がスキーを通して，自然に親しみ友情の交歓をするとともに，
競技技術の向上とスポーツ活動の活性化と充実・発展を図る。

岡山県スキー連盟　　　

・ ジャイアントスラローム　 　　 

公益財団法人　ＯＨＫスポーツ振興財団

阿新スキークラブ　／　蒜山スキークラブ

岡山県教育委員会　　岡山放送株式会社

ア　ル　ペ　ン　：令和4年　２月6日（日）　《９時開会》

（イ） 岡山県内の小・中学生であり，保護者の承諾を得ていること。責任ある引率者のあること。

ア　ル　ペ　ン　 ：　いぶきの里スキー場

（イ） 参加区分を次の通りとする。

       ①  低学年の部　（１年～３年）男女別 ／ ②  高学年の部　（４年～６年）男女別

ククロロススカカンントトリリーー：：令令和和44年年　　２２月月　　１１１１日日（（祝祝））　　《《９９時時３３００分分開開会会》》

       ②  中学生の部　（１年～３年）男女別

 (ロ） ジャイアントスラロ－ム競技は１本レ－スとする／ クロスカントリー（バサレースに従って）

・ クロスカントリー
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責任ある引率者のあること。




