
第 74回山梨県スキー選手権大会 

第 75回国民体育大会冬季大会スキー競技会山梨県予選兼選考会 

第 98回全日本スキー選手権大会山梨県予選 

 

 【クロスカントリースキー大会実施要項】 

１ 趣  旨  山梨県のスキーチャンピオンを競う大会として開催する。 

        また、国民体育大会冬季大会スキー競技会の県代表を選ぶ大会として開催する。 

        なお、全日本スキー選手権大会の選考会を兼ねる。 

２ 主  催  NPO法人 山梨県スキー連盟 

３ 後  援  山梨県教育委員会、（財）山梨県スポーツ協会、山梨日日新聞社、山梨放送 

        木島平スキークラブ、木島平村観光協会 

４ 期  日  令和 2年 1月 12日（日）～1月 13日（月） 

５ 会  場  長野県下高井郡木島平村 木島平クロスカントリー競技場 

６ 競技種目  クラシカル・フリー 男子 10km・女子 5km 

７ 競技日程     

令和 2年 1月 12日（日）  開会式    9:30 木島平クロスカントリー競技場 

                           競技開始  13: 00  クラシカル競技 

     1月 13日（月）   競技開始  13:00  フリー競技              

         表彰式   15:00 木島平クロスカントリー競技場 

＊当日の天候・斜面・積雪状況等により変更あり。 

８ 競技規則  この大会に定められている規則以外は、クロスカントリー国際競技規則最新版に

よる。 

９ 参加資格（国体予選会・全日本予選会） 

（１）中学生以上でＳＡＪ競技者登録・会員登録を完了した競技者に限る。 

   ただし、中学 1・2年生は国体選考の対象とはならない。 

（２）各組別年齢算定   ＊年齢基準は令和元年 4月 1日現在を基準とする。 

ア 成年男子 

（ア）Ａ（18歳以上 26歳未満） 

平成 5年 4月 2日以降 平成 13年 4月 1日以前に生まれた者 

（イ）Ｂ（26歳以上 34歳未満） 

昭和 60年 4月 2日以降 平成 5年 4月 1日以前に生まれた者 

（ウ）Ｃ（34歳以上） 

昭和 60年 4月 1日以前に生まれた者 

イ 成年女子 

（ア）Ａ（18歳以上 24歳未満） 

平成 7年 4月 2日以降 平成 13年 4月 1日以前に生まれた者 

（イ）Ｂ（24歳以上） 

平成 7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 13年 4月 2日以降 平成 17年 4月 1日以前に生まれた者 

ただし、中学生は 3年生のみ参加できる。 

  エ 中学男子及び中学女子 

     中学校に在籍する者（国体予選にエントリーする者は少年にエントリーすること） 

10 参加料 

（１）１人１種目につき成年 4,000円、高校生以下は 2,000円 

（２）いかなる場合でも、参加料等は返還しないものとする。 

（３）オープン参加は１人 1種目 4,000円を徴収する。 



11 参加申込 

（１）所属団体（高、中体連は学校）ごと受付期間内に別途メールで送付する指定参加申込フォー

ムにデータを入力の上メールで申し込み、その後メールで送付するエントリー費請求書の金

額を納金期限内に納金が完了して参加申込完了とする。 

（２）国体予選に出場する中・高校生は、学校長の出場認知書を提出する。 

（３）書類不備のもの、参加料のないものは一切受け付けない。 

12  申込期間  令和元年 12月 11日（水）～12月 15日（日） 

13 抽  選  令和 2年 1月 4日（土） ノルディック部会 

（１）ドローは、ノルディック部において行う。 

（２）シード方法については県連競技本部の規定による。 

14 国体選考 

（１）原則として、上位入賞者より連盟が選考し、山梨県スポーツ協会に推薦する者をもって、第 

75回国民体育大会冬季大会スキー競技会に派遣する。 

（２）日本国籍を有しない者は、選考の対象とならない。ただし、特例（別途国体スキー競技実施

要項を参照）を除く。 

（３）前年度及び前々年度、他都道府県から国体（国体予選を含む）に出場した選手は対象となら

ない。ただし、特例（別途国体スキー競技実施要項を参照）を除く。 

（４）次のいずれかが、山梨県にある者から選考する。（別途国体スキー競技実施要項を参照） 

ア 成年種別 

（ア）居住地を示す現住所 

（イ）勤務地 

（ウ）ふるさと（国民体育大会ふるさと選手制度による。） 

イ 少年種別 

（ア）居住地を示す現住所 

（イ）学校教育法第１条に規定する学校の所在地 

（ウ）勤務地 

（５）国体出場を希望する選手においては、健康診断書及び国体選考選手登録票を令和１年 12 月

15日（日）までに、連盟事務局 天野まで提出すること。それ以後の提出は、一切受け付けな

い。（国体出場は不可とする。） 

（６）参加時に取得する個人情報の使用目的は、参加資格の確認、予選会参加者リスト、出走順の

抽選スタートリスト、競技成績表、選考会議資料、候補選手リスト、本大会参加可否の確認連

絡、本大会申込書等に使用する。 

14 全日本選考 

原則として、上位入賞者より連盟が選考する。 

15 傷害処置 

（１）出場選手が競技中に障害をうけた場合は、主催者は応急処置のみ行う。 

（２）障害事故が発生した場合は、所属団体の責任者が、医師の診断書を添えて、事故報告書を提

出すること。 

（３）選手はあらかじめ必ず傷害保険に加入しておくこと。 

16 表  彰  各種目総合６位、各組３位（少年は６位）まで賞状授与 

17 そ の 他   

（１） 大会の中止変更は大会本部及び県連ＨＰにて行う。 

（２） 選手が３名以上エントリーするクラブは、大会役員１名以上の協力がなければ選手は出場で

きない。 

（３） 県外在住の成年選手は、「ふるさと登録届」を申し込みと同時に提出すること。 

 

 



18 宿  泊  宿泊についてスキー連盟を通じて申し込みを希望する団体（クラブ）は、別紙  

宿泊申込書に記入のうえ、所属団体（高、中体連は学校）ごとに次の宿泊施設に

12月 12日までに郵送または FAXで申し込むこと。 

        連盟の斡旋を受けないものについては、緊急連絡用に後日宿泊先について大会本

部に連絡してください。 

（宿泊施設） スポーツハイム アルプ TEL：0269-82-4141  FAX：0269-82-4139 

〒389-2303 長野県下高井郡木島平村木島平スキー場向原 

民宿 竜王荘 TEL：0269-33-6032  FAX：0269-33-6087 

〒381-0400 長野県下高井郡山ノ内町中須賀川 

 

19 大会本部  山梨県スキー連盟競技本部ノルディック部長 町 貴仁 

        携帯 090-3563-0179 

（現地）民宿 竜王荘 TEL：0269-33-6032  FAX：0269-33-6087 

〒381-0400 長野県下高井郡山ノ内町中須賀



別 紙          2020.1.10～13  

第 75回山梨県スキー選手権大会 宿泊申込書 

             殿 

                                                  令和  年  月  日  

 次のとおり、宿泊を申し込みます。 

夕食 宿泊 朝食 昼食 夕食 宿泊 朝食 昼食 夕食 宿泊 朝食 昼食 朝食 昼食 夕食 宿泊

男

女

計

男

女

計

男

女

計

13日（月） 合計

選手

監督
コーチ

希望部屋数

10日（金） 11日（土） 12日（日）

合計

 

※ 該当欄に人数を記入してください。 

 

団体名： 監督氏名： 

申込責任者氏名： 電話番号：              携帯電話： 

申込責任者住所：〒 

 


