
((((公財公財公財公財))))長野県長野県長野県長野県スキースキースキースキー連盟公認連盟公認連盟公認連盟公認    

第第第第 40404040 回白馬五竜回白馬五竜回白馬五竜回白馬五竜とおみクロスカントリーとおみクロスカントリーとおみクロスカントリーとおみクロスカントリー大会開催要項大会開催要項大会開催要項大会開催要項    

【主 催】  白馬村スキークラブ 【主 管】白馬五竜とおみスキースクール 【共 催】信濃毎日新聞社  

【後 援】  (公財)長野県スキー連盟、白馬村、白馬村教育委員会、白馬五竜観光協会  

【開催日】  平成 29 年２月５日(日) 

【競技会場】 長野県北安曇郡白馬村神城 ｢白馬クロスカントリー競技場 スノーハープ｣     

【種  別】  壮年の部６０歳以上   男子 ３ｋｍ 部門１     女子 ３ｋｍ 部門２ 

  壮年の部 45 歳以上   男子 ３ｋｍ 部門３     女子 ３ｋｍ 部門４ 

壮年の部 30 歳以上   男子 ３ｋｍ 部門５     女子 ３ｋｍ 部門６ 

        高校・一般        男子 ６ｋｍ 部門７      女子 ３ｋｍ 部門８ 

        中学生          男子 ６ｋｍ 部門９      女子 ３ｋｍ 部門１０ 

        小学生（６年）      男子 ３ｋｍ 部門１１    女子 ３ｋｍ 部門１２ 

        小学生（５年）      男子 ３ｋｍ 部門１３     女子 ３ｋｍ 部門１４ 

        小学生（４年）      男子 ３ｋｍ 部門１５     女子 ３ｋｍ 部門１６ 

        小学生（３年）      男子 １ｋｍ 部門１７     女子 １ｋｍ 部門１８ 

        小学生（2 年）      男子 １ｋｍ 部門１９      女子 １ｋｍ 部門２０ 

        小学生（１年）     男子 １ｋｍ 部門２１    女子 １ｋｍ 部門２２ 

【競技内容】    フリーフリーフリーフリー    マススタートマススタートマススタートマススタート        

【受付等】   ＊ 大会参加者は前日コース練習は無料 練習希望者はスノーハープで受付してください。 

（注）前日以外は有料になります。 

＊ 受付（ビブ配布）      ２月５日（日） ７:30～8:30 レースオフィス 

＊ TCM           ２月５日（日） 8:30～9:00 レースオフィス 

＊ 開会式                   9:00～    スノーハープ 

＊ 競技開始                  9:30～ 

（レースは、壮年の部・高校・一般、中学生、小学生の順で行います。） 

【参加資格】  小学生、中学生、高校生は学校長が認めた者。 

【表 彰】   各部門 1 位から 3 位…メダル  1 位から１０位…賞状 

【団体戦】  （小学校部門のみ）チーム別団体戦 １位…信濃毎日新聞社杯 以下６位まで表彰 

【対象】   6 年生男女 5 年生男女 4 年生男女 3 年生男女 

各部門チームの最高成績（タイム）１名ずつの合計 

【参加料】【参加料】【参加料】【参加料】        高校・一般高校・一般高校・一般高校・一般    ２，５００円２，５００円２，５００円２，５００円        小、中学生小、中学生小、中学生小、中学生    １，８１，８１，８１，８００円００円００円００円    

        悪天候等により、やむを得ず中止の場合も参加料は返金しません。 

【申込方法】 申込書に必要事項を記入の上、事務局に FAX か郵送でお願いします。 

       参加料金は現金封筒か振り込みでお願いします。 

       申し込みと振込み確認ができた時点でエントリー受理とさせていただきます。 

       エントリー確認は五竜クロス事務局より代表者に電話連絡しますが、電話かない場合は事務局に電話確認して下さい。 

【参加料振込み先】 郵便振り込み先  口座記号００５００－７ 口座番号５０７２３  

            ゆうちょ銀行 口座名称 白馬五竜とおみクロスカントリー大会 

※    振込み者が分かるよう必ず明記してください。振込み者が分かるよう必ず明記してください。振込み者が分かるよう必ず明記してください。振込み者が分かるよう必ず明記してください。 

      郵送先 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 TEL 0261-75-2237   FAX0261-75-3593 

           白馬五竜とおみスキースクール内五竜クロス大会事務局 宛 

【申込締切】  平成平成平成平成２９２９２９２９年１年１年１年１月月月月 2222００００日（金日（金日（金日（金）必着）必着）必着）必着    （締切厳守）（締切厳守）（締切厳守）（締切厳守）    

宿泊申込  〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城 白馬五竜観光協会 TEL 0261-75-3131 

その他 ＊ 競技中に発生した事故などについては、応急処置はするが以後の責任は負わない。 

    ＊ 選手はスポーツ傷害保険に加入すること。 ＊ コースオープン等の問い合わせは事務局まで。 



主管記入欄 姓 名 ふりがな 学年 性別 部門番号 部門ランク 所属チーム名 部門番号 参加部門

1 男・女 1 壮年の部男子６０歳以上

2 男・女 2 壮年の部女子６０歳以上

3 男・女 3 壮年の部男子４５歳以上

4 男・女 4 壮年の部女子４５歳以上

5 男・女 5 壮年の部男子３０歳以上

6 男・女 6 壮年の部女子３０歳以上

7 男・女 7 高校・一般男子

8 男・女 8 高校・一般女子

9 男・女 9 中学生男子

10 男・女 10 中学生女子

11 男・女 11 小学生　６年男子

12 男・女 12 小学生　６年女子

13 男・女 13 小学生　５年男子

14 男・女 14 小学生　５年女子

15 男・女 15 小学生　４年男子

16 男・女 16 小学生　４年女子

17 男・女 17 小学生　３年男子

18 男・女 18 小学生　３年女子

19 男・女 19 小学生　２年男子

20 男・女 20 小学生　２年女子

21 小学生　１年男子

22 小学生　１年女子

　　　　２０１７　第４０回白馬五竜とおみクロスカントリー大会申し込み表　　　　　　　　　　

部門番号は表記により参加部門番号を記入して下さい。

〒

代表者氏名

当日緊急連絡先

宿泊先

代表者住所 〒

来年度要項発送代表/住所

代表者携帯電話番号

ランクは参加部門でのランクを記入して下さい。

20人以上はコピーしてお使いください。


