～長野オリンピック・パラリンピック２０周年記念事業～

全日本スキー連盟Ａ級公認
第３０回全国高等学校選抜スキー大会（ノルディック種目）
１，主

催 (公財)全国高等学校体育連盟

２，共

催 野沢温泉村・長野オリンピック-パラリンピック20周年記念事業実行委員会

３，後

援 スポーツ庁・長野県教育委員会・財団法人地域活性化センター・長野県スキー連盟・野沢温泉村教育委員会

４，主

管 野沢温泉スキークラブ・(公財)全国高等学校体育連盟スキー専門部・長野県高等学校体育連盟

５，公

認 (公財)全日本スキー連盟

６，協

賛 （株）野沢温泉・野沢温泉観光協会

７，期

日 平成30年 2月16日(金)～ 2月19日(月)

８，会

場 長野県下高井郡野沢温泉村 南原クロスカントリーコース、野沢温泉シャンツェ

９，競技種目 男子 クロスカントリー・スペシャルジャンプ・ノルディックコンバインド
女子 クロスカントリー・スペシャルジャンプ・ノルディックコンバインド(公開競技)
10，競技日程 ※ 天候によっては、競技日程(種目･時刻)の変更を行います。
期
日
2月15日(木)

2月16日(金)

2月17日(土)

時 刻
9:00〜
9:00～
9:00～
10:00～
10:00～
14:00～
15:00～

種
目
クロスカントリーコースオ－プン
クロスカントリーコースオ－プン
監督会議（SJ・NC）
スペシャルジャンプ公式練習
監督会議（CCドロ－）
組織委員会
開 会 式

会
場
南原クロスカントリーコース
南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ
野沢温泉シャンツェ
南原クロスカントリーコース
野沢温泉スパリーナ
野沢温泉スパリーナ

10:00～
10:30～
9:30～

女子 クロスカントリー ５Ｋｍ(ｸﾗｼｶﾙ)
男子 クロスカントリー１０Ｋｍ(ｸﾗｼｶﾙ)
男子 スペシャルジャンプ
女子 スペシャルジャンプ
N･コンバインドジャンプ公式練習及び予備ﾗｳﾝﾄﾞ
表 彰 式（競技終了1時間後）

南原クロスカントリーコース
南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ
野沢温泉シャンツェ
野沢温泉シャンツェ
各競技会場

女子 クロスカントリ－１０Ｋｍ(ﾌﾘｰ･ﾏｽｽﾀｰﾄ)
男子 クロスカントリ－１５Ｋｍ(ﾌﾘｰ･ﾏｽｽﾀｰﾄ)
男子N･コンバインドジャンプ
女子N･コンバインドジャンプ(公開競技)
男子N･コンバインド ｸﾛｽｶﾝﾄﾘ－１０Ｋｍ(ﾌﾘｰ)
女子N･コンバインド ｸﾛｽｶﾝﾄﾘ－ ５Ｋｍ(ﾌﾘｰ)
表 彰 式（競技終了1時間後）

南原クロスカントリーコース
南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ
野沢温泉シャンツェ
南原クロスカントリーコース

ＪＰ終了後

9:30～
10:30～
9:30～
2月18日(日)
13:30～

9:30～
2月19日(月)

11，競技規則

スプリント1.2km(ﾌﾘｰ) 男女予選ラウンド
スプリント1.2km(ﾌﾘｰ) 男女決勝ラウンド
表 彰 式（競技終了1時間後）

各競技会場
南原クロスカントリーコース
南原クロスカントリーコース

(1) 全日本スキ－連盟規則最新版に準拠する。
(2) ジャンプ競技に出場する選手はヘルメットを着用すること。
（3） スペシャルジャンプについては、参加者人数により２本目の出場を制限する場合もある。
(4) クロスカントリー男女フリーはマススタートで行う。

12，参加資格
（１）各都道府県高体連に加盟している高等学校生徒で、平成１１年４月２日以降に生まれた者。
（２）全日本スキー連盟会員登録及び競技者管理登録を完了した者。
（３）男子 10K ｸﾗｼｶﾙ、女子 5K ｸﾗｼｶﾙ及び男女スプリントは次の①～⑦に該当する者に出場を認める。
①2017～2018 シーズンのﾎﾟイントリスト№1(TOTAL)で高校生ランキング男女 100 位以内の者、またﾎﾟイントリスト
№1（SPRINT）で、高校生ランキング 80 位・女子 50 位内の者。また№2 及び№3 ポイントリストで表 1 のポイ

ントをクリアした者。
②高校 1 年生については、前年度全国中学スキー大会、又は Jr オリンピックカップ(中学の部)で男女 30 位以内
(クラシカル・フリー)の者。
③今年度の全国高校スキー大会において、40 位以内(クラシカル・フリー)の者。
④全日本スキー連盟強化指定選手の者。
⑤今年度の国体出場資格を有する者。
⑥①～④で該当者のいない都道府県には、男女各１名の出場を認める。
⑦大会開催県には、①～⑤の他に男女ともそれぞれ 10 名の出場を認める。
（４）男子 15K ﾌﾘｰ・女子１０Ｋﾌﾘｰ(共にマススタート)は、次の①～③に該当する者に出場を認める。
①2017～2018 シーズンのポイントリスト№1(TOTAL)で、高校生ランキング男 50 位以内・女子 60 位以内の者、またﾎﾟ
ｲﾝﾄﾘｽﾄ№2 及び№3 で表 1 のﾎﾟｲﾝﾄをクリアした者。
②高校 1 年生については、前年度全国中学スキー大会で男女 10 位以内(クラシカル・フリー)の者。
③①～②に該当者のいない都道府県には、男女各１名の出場を認める。
（５）男女スペシャルジャンプ、コンバイドは、各都道府県高体連スキー専門部から推薦された者。
クラシカル・スプリント

表1

フリー

男子

SAJ.TO

143.04

SAJ.SP

440.46 SAJ.TO

95.47

女子

SAJ.TO

406.38

SAJ.SP

671.94 SAJ.TO

170.02

13，申込方法 （１）平成３０年１月２６日（金）15:00までに、①「様式１・出場認知書」と銀行振込受領書のコピーを同封し、
各県高体連でまとめて申込むこと。なお、参加料はまとめて各県高体連名で下記口座へ振り込むこと。
また②電子メールで各県ごとに「様式２・参加選手一覧表」を参加申し込み用メールアドレス
ski@vill.nozawaonsen.nagano.jpまで送信すること。
（２）ただし(３)③で資格を得た場合、及び№3ポイントリストで表１のポイントをクリアした者は平成３０年２月
７日（水）15:00までに事務局にFAX送信後、（１）①・②同様、様式１・様式２を送付すること。

申込先） 〒389-2502 野沢温泉村大字豊郷９８１７ 野沢温泉村役場内 教育委員会
全国高等学校選抜スキー大会事務局

℡ 0269-85-3115

FAX 0269-85-3995

(ｲ) 参加料
（ﾛ) 振込先

1種目
4,000円
ながの農協 野沢温泉支所 店舗番号 ５４９９－０７３
普通 口座番号 ００２１６７２
名義 全国高等学校選抜スキー大会実行委員会
(ﾊ) 提出書類
①様式１・出場認知書、参加資格を記入すること。
宿泊先が決定している場合は宿舎名を必ず記入すること。
②様式２・参加選手一覧表、メールで送信
※スペシャルジャンプ・コンバインドは必ず都道府県ﾗﾝｷﾝｸﾞを記入する。参加資格は記入の必要はない。
※スタートリスト・リザルト等のインフォメーションは野沢温泉スキー場 snow resort HP
http://www.nozawaski.com/winter/ →「イベント・大会」→「大会スケジュール・結果」から

14, 抽

選

(1) クロスカントリーにおいては、ポイント№４の上位から第4・第3･第2・第1グループと均等に分け、グ
ループ毎に抽選を行う。
(2) スペシャルジャンプ・コンバインドにおいては、全国高校総体出場人数枠による抽選グループ別人数に
より行う。 (18名を超す県については強いグループから順次1名ずつ加える。)

15，表

彰

各種目の部 10位迄を表彰する。１位から３位にはカップを授与する。

16，宿

泊

宿泊の斡旋を希望する場合は、１月２６日までに各学校単位で下記に申し込むこと。
〒389-2502
野沢温泉村大字豊郷９７８０－４
野沢温泉観光協会
℡ 0269-85-3155
FAX 0269-85-3883
協定料金 1泊２食 7,500 円（税込み）

17，そ の 他 (1)
(2)
(3)
(4)

出場選手が競技中に傷害を受けた場合については応急処置のみを行う。
保険証を持参すること。
必ず引率責任者によって引率され、選手の行動に対して責任を負うものとする。
クロスカントリーコースは２月１５日から１９日まで大会期間とします。期間中、コース使用料は
無料となりますが、必ず受付をし、ゼッケンをつけてトレーニングして下さい。

