第７３回 国民体育大会冬季大会スキー競技会 岐阜県予選会
第８４回 岐阜県スキー選手権大会

共通

申込み

実 施 要 項
平成２９年１２月２５日（月） 必着
・参加料はエントリーフォームと同封し現金書留にて申し込むこと。
・申込期日後の申込み（追加申込み）や電話・FAXでの申込み、参加料の同時納入等のない場合は
理由のいかんを問わず受付けない。

〒５０６－０００４ 岐阜県高山市桐生町２－３８９ JAひだ桐生支店２F
岐阜県スキー連盟事務局 宛
登録料

・一時登録者は個人登録料１０，０００円に参加料を加算して納入すること。
・大学生は県登録料３，５００円に参加料を加算して納入すること。

保険

・出場選手各自は傷害保険に加入していることを必須条件とする。
・本予選会で事故ケガが生じた場合、応急処置は行うが一切の責任は負わない。

組別

・「第７３回国民体育大会冬季大会スキー競技会 実施要項-１０-（３）選手の年齢基準」参照

ア 成年男子
（ア） A （１８歳以上２６歳未満）
平成 ３年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者
（イ） B （２６歳以上３４歳未満）
昭和５８年４月２日から平成 ３年４月１日までに生まれた者
（ウ） C （３４歳以上４５歳未満）
昭和４８年４月２日から昭和５８年４月１日までに生まれた者
（エ） D （４５歳以上５５歳未満）
昭和３８年４月２日から昭和４８年４月１日までに生まれた者
（オ） E （５５歳以上）
昭和３８年４月１日以前に生まれた者
※ただし、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（平成２
年４月２日以降に生まれた者）、成年男子Bは２７歳以上（平成２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）
平成 ５年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた者
（イ） B （２４歳以上３０歳未満）
昭和６３年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者
（ウ） C （３０歳以上）
昭和６３年４月１日以前に生まれた者
ウ 少年男子及び少年女子
平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者
国体のオープン化 未登録者で出場を希望する者は、次の規定と手続によって一時登録者とみなされ出場が可能とされる。
①日本体育協会より公布された「アマチュア・スポーツのあり方」を尊守するもの。
②岐阜県スキー連盟の定める一時登録料を納付したもの。（参加料の項を参照）

競技規則

最新版の全日本スキー連盟競技規則による。但し、本大会規則が優先する。

表彰

国民体育大会予選会については、各種目、各組別に第６位までの者を表彰する。

抽選会

平成３０年１月５日（金） クロスカントリー
平成３０年１月９日（火） アルペン

その他

・チーム代表者はTCM（チームキャプテンミーティング）に必ず参加のこと。
（やむを得ず欠席の場合は事前に連盟事務局に連絡のこと）
・連絡事項は岐阜県スキー連盟HP内の競技部Blogに記載するのでご確認ください。

スペシャル・コンバインド
期日
開催地
日程及び会場

ジャンプ：平成２９年１２月１５日（金）～１７日（日）
コンバインド：平成２９年１月２２日（土）～２３日（日）
北海道名寄市ピヤシリシャンツェ・健康の森クロスカントリーコース
期日
12月15日
12月16日
12月17日
12月22日
12月23日

内容
選手受付・TCM
公式練習
選手受付・TCM・開会式
競技開始
選手受付・TCM・開会式
競技開始
選手受付・TCM
ジャンプ競技試技・PCR
NCクロスカントリー競技開始
選手受付・TCM
NCジャンプ競技開始
NCクロスカントリー競技開始

時刻
8:30
9:30
8:30
9:30
8:30
9:30
8:00
9:00
14:15
8:00
9:00
13:15

会場
名寄ピヤシリシャンツェ
名寄ピヤシリシャンツェ
名寄ピヤシリシャンツェ
名寄ピヤシリシャンツェ
健康の森クロスカントリーコース
名寄ピヤシリシャンツェ
健康の森クロスカントリーコース

・スペシャルジャンプ競技は、北海道名寄市で行われる「第48回名寄ピヤシリジャンプ大会」及び
「第33回吉田杯ジャンプ大会」にて代替開催とする。
・コンバインド競技は同じく名寄市で行われる「第7回名寄コンバインドチャンピオン大会」及び
「第36回全日本コンバインド大会」にて代替開催とする。
組別

少年男子（中学生３年生含む） ・成年男子（Ａ・Ｂ） ・
※成年男子Aは２７歳未満（平成２年４月２日以降に生まれた者）

参加料

１種目３，０００円

クロスカントリー
期日

平成３０年１月１２日（金）～１４日（日）

開催地

デイリー郡上・牧歌の里クロスカントリーコース

日程及び会場

期日
１月１２日（金）

時間
17:00
9:30

１月１３日（土）

12:00
9:30

内容
開会式・TCM
クラシカル競技
・成年男子C ５ｋｍ
・少年女子（中３を含む） ５ｋｍ
・成年女子Ｂ・Ａ ５ｋｍ
・少年男子（中３を含む）１０ｋｍ
・成年男子Ｂ・Ａ １０ｋｍ
・中学生男子１・２年 ５ｋｍ
・中学生女子１・２年 ３ｋｍ
表彰式
フリー競技（中３を含む）
・男子 １０ｋｍ
・女子、男子Ｃ、中学男子１・２年 ５ｋｍ

１月１４日（日）

・中学女子１・２年 ３ｋｍ
リレー競技（フリー）

場所
郡上ヴァカンス村ホテル

デイリー郡上・牧歌の里
クロスカントリーコース

デイリー郡上・牧歌の里
クロスカントリーコース

・女子３ｋｍ×３名 男子５ｋｍ×４名

13:30

表彰式・閉会式

※１ 中学３年生は男女とも、国体予選に参加とする。
※２ 中学１・２年生は中学の部として実施する。
※３ 協力役員をチームで１名派遣する。

参加料

・個人種目 ・・・１種目 ３，０００円（各種目とも２日間出場の場合は２種目となります）中高生も同額。
・リレー競技・・・１チーム３，０００円

抽選

期日：平成３０年１月５日（金）
・抽選方法は各部（１～５位）までを前年度の成績によりシードし抽選する。以後は各部別に一括抽選と
する。ただし今年度より部が変わって出場する場合は昨年度上位２名を今年度の部に加えて抽選する。
・フリー競技については、マススタート（一斉）とする。レーン決定については同様の抽選を行う。
・中学１・２年生は昨年度の入賞者をシード抽選し、他の選手はフリー抽選とする。

選手選考方法

１、国民体育大会岐阜県選考会のクラシカル競技に出場した選手。
２、リレー競技はフリー出場選手の上位者も選考対象とする。
３、全日本スキー連盟強化指定選手であり、その海外派遣事業により遠征中の選手。

アルペン
期日

平成３０年１月１３（土）～１４日（日）

開催地

飛騨ほおのき平スキー場

日程及び会場

期日
１月１３日（土）
１月１４日（日）

時間
16:30

内容
開会式・TCM
GSL競技第１戦
GSL競技第２戦
表彰式・閉会式

会場
スキーセンター２F
かもしかコース
かもしかコース
スキーセンター２F
※チーム代表者は必ずTCMに参加すること

参加料

１種目３，０００円（２戦出場の場合は２種目となります）。中高生も同額。

表彰

・国民体育大会予選会については、各種目、各組別に第６位までの者を表彰する。
・岐阜県選手権については、男女別に第３位までの入賞者を表彰する。
（第２戦目を表彰対象とする）

組別

男子：少年・成年A・B・C・D・E
女子：少年・成年A・B・C
※少年組は中学３年生を含む。（中学１・２年生の参加不可）
※成年男子D・E、女子Cの選手で国体出場を目指すものは男子C,女子Bへのエントリーを認める。
（但し規程の用具を使用すること）
【重要】今シーズンは、常陸宮賜杯中部日本スキー大会は開催されない。
成年男子D・E、女子CはスキーのR（ラディウス）規制はしない。

出走順

①第１シード
少年男子・成年男子A・B・Cについては、ポイントランキング１～１５位までの選手のドローにより決定
する。
少年女子・成年女子A・Bについてはポイントランキング１～５位までの選手のドローにより決定する。
②特別シード
第１シード後に、第１シードに入っていない強化指定選手を特別シードとして出走させる。
③第２シード以降
少年男子・成年男子A・B・Cについては、ポイントランキング１６位以降の選手をポイント順に出走させる。
④ノーポイント選手
一括抽選を行い、最終シードとして出走させる。
※ポイント計算方法は従来通りとする。
⑤成年男子D・E、成年女子Cは一括抽選とする。

選手選考方法

国民体育大会岐阜県予選会に出場した選手の選手（２戦ともスタートした選手）及び予選期間中に（公財）全日本ス
キー連盟の海外派遣事業により海外遠征中の選手の中から下記の条件を満たした選手を選考し、（公財）岐阜県体
育協会に推薦する。
➀国体予選期間中に全日本スキー連盟の海外派遣事業により遠征中の選手。
※但し、国体予選会へのエントリーを完了している事。
②第１戦・第２戦で優勝した選手。
③２レースベストポイントが各組選考枠内の選手。

少年
成年A
成年B
成年C
男子
６名
３名
３名
３名
女子
４名
３名
２名
（ポイント計算方法は、全日本スキー連盟ポイントルールに準ずる）
競技用品規則

男子：少年・成年A・B・Cおよび女子：少年・成年A・B・Cにエントリーする選手は全日本スキー連盟競技用品規則に
準じた用具を使用しなけらばならない。（2017-2018競技用品規則はSAJ-HP/SAG-HPで確認すること）

国体のシード順

第１・２シードについては、優勝者をレースポイントの良い順に並べ、第３シード以下はベストポイント順
とする。但し、全日本スキー連盟の海外派遣事業対象選手は予選免除で第１シードに入れることとする。

その他

エントリー責任者は所定のエントリーフォームに各組別に記入漏れの無いよう申し込むこと。
各チームの協力役員は、当日スキーセンター２Fにお集まりください。集合時間はTCM（前日１６：３０～）にてチーム代表者に
ご連絡いたします。

【重要】
エントリーのあるチームに関しては、1名の協力役員をお願いしいております。
ただし、国体予選の役員協力ができないチームに関しては、下記のいずれのか大会の役員協力（下記日程の
１日）をもって国体予選のエントリーを受け付けます。（別紙エントリーフォームに記入のこと）
■２０１８モンデウスSL大会
平成３０年１月３０日（火）、３１日（水）
■岐阜県ユーススキー選手権
平成３０年３月３日（土）、４日（日）
■２０１８読売カップほおのき平GS大会
平成３０年３月１２日（月）、１３日（火）
■東海ユースＳＧほおのき平大会
平成２９年４月 ３日（火）、 ４日（水）

