
21 

 

第 76回山梨県スキー選手権大会 

第 77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 100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）山梨県体育協会、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 4年 1月 9日（日）～10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  9日クラシカル 男子 10km・女子 5km  10日フリー 男子 10km・女子 5km 

        ＊国体選考会に参加しない中学生は男子 5ｋｍ 女子 3ｋｍ 

７ 競技日程     

令和４年 1月 9日（日） 開会式・監督会議  9:30 木島平クロスカントリー競技場 

                 実施方法は３密を避けるため、代表者出席または 

文書配布もありうる 当日アナウンスにより告知 

                 ビブは当日競技場にてチームごとに配布 

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

 令和 4年 1月 10日（月） 競技開始  13: 00  フリー競技 

＊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・全日本予選会には（１）（２）を適用。オープン参加は山梨県在住または勤務 

または山梨県の中学・高校を卒業したもので（３）を守れるもの。 

（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 3年 4月 2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 7年 4月 2日以降 平成 15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 62年 4月 2日以降 平成 7年 4月 1日以前に生まれた者 

（ウ）Ｃ（34歳以上） 

昭和 62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 9年 4月 2日以降 平成 15年 4月 1日以前に生まれた者 

（イ）Ｂ（24歳以上） 

平成 9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 15年 4月 2日以降 平成 19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。 

 

ウ 中学男子及び中学女子 
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     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） 

 

（３）以下山梨県スキー連盟の求める感染予防の措置を遵守しているもの  

①以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。 

ア 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている 

国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

  ②マスクを持参すること。スポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを 

着用すること。 

運動・スポーツ中に、唾や痰を吐くことは極力行わないこと。やむを得ない場合は、 

周囲を確認し飛沫の飛散に注意すること 

③厚生労働省から提供されている、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の 

インストールを 11月末日までに行うこと。 

④こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

 特に多くの人が触れる部分を触った後には消毒を実施する。 

⑤ゴミは各自持ち帰るようにする。大皿での取り分けや回し飲みはしないこと。 

⑥合宿参加後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対し 

て速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

  ⑦別紙の体調・行動管理チェックシートを大会 2週間前より記載し、大会終了するまで 

毎日継続する事。 

  ⑧トイレ、更衣室、浴室の脱衣所、ワックスルーム、休憩室、ゴンドラ内、食事場面で 

は感染のリスクが高いことを考慮して、密にならないようにするとともに消毒を行い、 

顔面に手を持っていくことは避けるようにすること。 

  ⑨主催者側からもマスクや消毒の準備を実施する。また宿泊施設や練習所の環境にも 

配慮して実施する。 

  ⑩感染者本人及び濃厚接触者等への連絡をする為に、連絡先の提供をお願いします。 

  ⑪体調不良者や発熱者が出た場合には、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応 

ガイドライン」により隔離するように宿泊施設に依頼し、近隣の保健所に相談を行う。 

以降の対応については、宿泊施設・保健所の指示にしたがう。 

検査機関・医療機関への搬送や対応について、連盟にて対応可能な範囲で実施するが、 

基本的に家族・近親者に依頼することに同意するもの。 

⑫その他別紙の「スポーツイベント再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」に準ずる。 

 

 

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 3年 12月 15日（水）～12月 27日（月） 

13 抽  選  令和 4年 1月 1日（土） ノルディック部会 
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（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、山梨県体育協会に推薦する者をもって、 

   第 77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 3年 12月 15日（水）

までに事務局まで提出すること。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 中山荘 TEL：0269-82-2212  FAX：0269-82-2770 

〒389-2303 長野県下高井郡木島平村大字上木島 1577 

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 中山荘 TEL：0269-82-2212  FAX：0269-82-2770 

〒389-2303 長野県下高井郡木島平村大字上木島 1577 
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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

11日（月） 合計

選手

監督
コーチ

希望部屋数

8日（金） 9日（土） 10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：〒 

 


