第 69 回 上越地区中学校スキー大会 要項
１ 主 催

新潟県中学校体育連盟 上越地区中学校体育連盟

２ 共 催

妙高市教育委員会 上越市教育委員会 （公財）新潟県スキー連盟上越連絡協議会

３ 主 管

妙高市中学校体育連盟 上越市中学校体育連盟

４ 後 援

妙高市 上越市 ＮＰＯ法人妙高高原スキー連盟 妙高市スポーツ協会 新赤倉スキークラブ
田口スキークラブ 一般財団法人上越市体育協会 安塚スキークラブ 上越市スキー関係団体協議会

５ 期 日

平成 31 年１月５日（土）～ １月 ６日（日） ※ジャンプ・コンバインド競技
１月８日（火）～ １月 10 日（木） ※クロスカントリー及びアルペン競技

６ 会 場

クロスカントリー

赤倉観光リゾートクロスカントリーコース

ジャンプ

新潟県妙高高原赤倉シャンツェ

アルペン

キューピットバレイスキー場

７ 競技種目

【男子】
・５㎞クラシカル

・５㎞フリー

・ジャイアントスラローム

・リレー５㎞×４人

・スラローム

【女子】
・３㎞クラシカル

・３㎞フリー

・ジャイアントスラローム

・リレー３㎞×３人

・スラローム

【男女共通】
・スペシャルジャンプ

・ノルディックコンバインド

８ 競技日程
ノルディック

アルペン
日 時

競技種目（会場）

８日（火）9:00 公開練習

ジャンプ
日 時

競技種目（会場）

クロスカントリー
日 時

競技種目（会場）

５日（土）9:00 監督会議（ｼｬﾝﾂｪ） ８日（火） 9:00 開会式・選手会
（現地会場）

16:00 ＴＣＭ

10:00 公開練習

11:00 フリー競技
12:30 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ５km

(レストラン内１Ｆ)

９日(水) 8:00 開会式（現地会場） ６日(日） 9:00 開会式（ｼｬﾝﾂｪ）

９日（水）10:00 クラシカル競技

10:00 ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ
10:00 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｼﾞｬﾝﾌﾟ
競技終了後

10 日(木）10:00 スラローム
14:00 閉会式（現地会場）
９ 参加資格

表彰式（ｼｬﾝﾂｪ)

８日(火) 12:30 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ５km
競技終了後

10 日（木）10:00 リレー競技

表彰式 (現地会場)

12:30 閉会式(現地会場)

当該校長が認めた生徒で、競技会に参加できる技術を有する者とする。

10 競技方法
（１）全日本スキー連盟競技規則最新版並びに本大会要項による。
（２）全種目個人競技とする。但し、リレーは学校対抗とし、男女各１校１チームとする。リレーの登録人員は、
男子６名、女子５名までとする。

（３）クロスカントリーの走法は次の通りとする。
◇クラシカルテクニック走法 男子５㎞・女子３㎞クラシカル
男子リレー１・２走 女子リレー１走
◇フリーテクニック走法

男子５㎞・女子３㎞フリー コンバインドクロス５㎞
男子リレー３・４走 女子リレー２・３走

（４）男子クロスカントリー個人種目とノルディックコンバインドを同一選手が兼ねることはできない。
（５）コンバインドクロスカントリーは、グンダーセン方式で行う。なお、同競技の得点換算は、SAJ(FIS)の５㎞を準
用する。
（１分＝15 点）
（６）スペシャルジャンプは、２飛躍２採用とする。また、コンバインドジャンプは、１飛躍１採用とする。
（７）SAJ(FIS)のレギュレーションに適合した用具（板、ブーツ等）を使用すること。
（８）アルペン並びにジャンプ競技に出場する選手は、FIS 公認のクラッシュヘルメットを正しく着用すること。
11 表 彰

各種目８位までの入賞者とチームに賞状を授与する。リレーは、優勝杯を授与する。

12 参加申込 （１）〆切り
（２）申込先

平成 30 年 11 月 28 日（水）16 時 30 分
妙高市立新井中学校内 上越地区スキー大会事務局（近藤 和久 宛）
〒944－0051 妙高市錦町１－２－１

（３）様 式

１号様式 申込一覧表（出場認知書）
２号様式 種目別申込用紙
３号様式 リレー申込用紙

（４）参加料
13 抽 選

１人 550 円（補員含む） 申込と同時に納入のこと。

日時：平成 30 年 11 月 29 日（木）９時 30 分より

場所：妙高市立新井中学校 会議室

14 県大会出場について
（１） 県大会への出場制限はない。但し、各地区大会の成績が県大会のスタートリストに反映される。
（２） 県大会の申込みは、県大会要項に従って完了すること。12 月 14 日（金）と地区大会終了後の締切で、地区スキ
ー専門部長（中郷中学校：相澤）に申し込む。地区大会に出場しないで県大会に参加する場合も同様にして、県
大会要項に従って申込すること。
（各種様式に必要事項を記載の上、地区大会後の際は参加料を添えて）
15 引 率

保護者・外部指導者が引率する場合は、中学校総合体育大会夏季大会要項「外部引率者の特例細則」
に準ずる。但し、監督は、校長・教員・部活動指導員でなくてはならない。

16 付 則
（１） アルペン・ジャンプ・クロスカントリー競技の種目の別に限らず、今大会に参加する学校で宿泊を希望する場
合は、宿泊要項に従って宿泊申込書（別紙）に必要事項を記入し、大会申込みと同時に申し込むこと。
なお、大会期間中の宿泊は、次のように予定している。
◆アルペン＝安塚区エリア ◆ジャンプ＝赤倉温泉エリア ◆クロスカントリー＝新赤倉温泉エリア
（２） 大会期間中の宿泊料金は、１泊２食付 6,588 円（税込み）とし、昼食は各校対応とする。なお、この料金は、
中学校体育連盟が認めている「選手とその引率者」であり、外部コーチ等の料金は、上越スキー選手権大会と
同じ扱いとして異なることがある。
（３） 参加する学校には、競技役員をお願いする。また、この大会は、気象状況・降雪状況等で会期、会場を変更す
る場合がある。

第６９回 上越地区中学校スキー大会 宿泊要項
１ 基本方針 （１）第 49 回新潟県中学校総合体育大会宿泊要項による。
（２）宿泊は、大会事務局を通じて申し込み、必ず指定の宿舎を利用する。
（３）宿泊の割当は、開催地旅館組合等が行い、選手及び監督は同じ宿舎に
宿泊することを原則とする。
２ 申込期日

平成 30 年 11 月 28 日（水） １６：３０必着 ※大会申込と同時に

３ 申込先・問い合わせ先
◇アルペン・ジャンプ・コンバインド・クロスカントリー競技共通
新井中学校
近藤 和久
〒944－0051 妙高市錦町 1－2－1
℡ 0255－72－28282
FAX 0255－72－2628
４ 申込方法

・宿泊申込書に必要事項を記入し、大会申込と一緒に行うこと。
・申込後の変更については、各校で直接宿泊先と連絡を取ること。

５ 宿泊料金

・引率者・選手とも下記の中体連料金とする。
１泊２食付 6,588 円（消費税含）
※昼食については、各学校対応とする。
※外部コーチや応援・保護者等の料金は、スキー選手権扱いとなる。

６ 宿泊地

・アルペン競技
・クロスカントリ－競技
・ジャンプ競技

７ その他

・配宿が完了し次第、当該宿舎から各学校宛に FAX で連絡する。
・宿泊先が決定後、直前のキャンセルや変更などないようにすること。
・役員の宿泊については、上記中体連料金に準ずる。
・アルペン競技の昼食はスキー場内のレストラン等を利用し、各学校で対
応すること。

上越市安塚区
妙高市新赤倉地区
妙高市赤倉地区

