
長野県スキー連盟公認 

中日杯争奪第５０回白馬少年スキー大会開催要項 

 

主    催    中日新聞社・白馬村・白馬村教育委員会 

 

主    管    白馬村スキークラブ・白馬岩岳スキースクール 

 

後    援    財団法人長野県スキー連盟・岩岳観光協会・白馬観光開発株式会社 

             

協  賛  株式会社ＮＴＴドコモ長野支店 

 

期日・会場    クロスカントリー種目  ２０１４年 １月２５日（土）・２６日（日）  岩岳ラビランコース   

             ジャンプ  種目     ２０１４年 ２月 １日（土）・ ２日（日）  岩岳スモールヒル 

アルペン  種目       ２０１４年 ２月１６日（日）      岩岳スノーフィールド 

日程・種目 

☆ クロスカントリー種目 （対象 小、中学生） 

期   日 時 刻 種         目 場   所 

１月２５日(土) １１：００ 小・中学生クロスカントリー ＴＣＭ 岩岳ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

 １３：００ 小男子ﾘﾚｰ（1､2走ｸﾗｼｶﾙ 3､4走ﾌﾘｰ）3km×4 

  小女子ﾘﾚｰ（1走ｸﾗｼｶﾙ 2､3走ﾌﾘｰ）3km×3 

岩岳ﾗﾋﾞﾗﾝｺｰｽ 

１月２６日(日)  ９：００ 中学生男子ｽｷｰｱｽﾛﾝ（3km ｸﾗｼｶﾙ＋3km ﾌﾘｰ） 岩岳ﾗﾋﾞﾗﾝｺｰｽ 

  ９：４０ 中学生女子ｽｷｰｱｽﾛﾝ（2km ｸﾗｼｶﾙ＋2km ﾌﾘｰ）  

小学生１･２年女子・男子ｸﾗｼｶﾙ    １km  １０：３０ 

小学生３･４年女子・男子ｸﾗｼｶﾙ    ３km 

 

 

  小学生５･６年女子・男子ｸﾗｼｶﾙ    ３km  

☆ ジャンプ競技 （対象 小学生） 

  期 日 時 刻      種     目  場  所 

２月 １日（土）  ９：００ 小学生ジャンプ ＴＣＭ/フリートレーニング 

 １３：３０ 小学生スモールヒル(K=20m HS=23m) 

（女子、1－4年、5－6年） 

２月  ２日(日) ９：００ 

 

１１：００ 

小学生コンバインドジャンプ 

（女子、1－4年、5－6年） 

コンバインドクロスカントリー 

   （女子、1－4年1Km 5-6年2Km） 

 １２：００ 閉会式（表彰） ラビランコース会場 

 

白馬岩岳 

スモールヒル 

 

コンバインド 

ラビランコース 

 （1Km周回） 

☆ アルペン種目 （対象 小学生） 

期   日 時 刻 種         目 場   所 

２月１５日(土) １６：００ 小学生アルペン ＴＣＭ 岩岳ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

３月１６日(日)  ９：００ 小学生１～２年女子･男子大回転競技 

小学生３～４年女子･男子大回転競技 

小学生５～６年女子･男子大回転競技 

岩岳スキー場 

 

５～６年セット替え 

 

参加資格    小学校・中学校に在校する児童･生徒で、下記の各学校の人数内において、学校長が推薦した者。 

○ アルペン種目             男・女各組それぞれ各校１２名以内 

○ クロスカントリー種目     男・女各組それぞれ各校１５名以内。リレー競技はチーム制限なし。 

○ ジャンプ種目             特に制限なし 

＊ 開催地元特別推薦選手(白馬村内)は５名増員可能 



競技規則       全日本スキー連盟規則及び大会規定を準用 

 

申    込      1)申込〆切    ☆クロスカントリー種目     ２０１４年１月１０日 (金) 

               ☆ジャンプ種目（小、中学生）２０１４年1月１７日（金） 

              ☆アルペン種目            ２０１４年１月３１日 (金) 

              2)申 込 先    〒399-9301  長野県北安曇郡白馬村岩岳  白馬岩岳ｽｷｰｽｸｰﾙ内 

                           中日杯争奪白馬少年スキー大会事務局 宛 

       3)問合せ先    岩岳スキースクール  ＴＥＬ ０２６１－７２－２１８４  

              岩岳レースオフィス ＴＥＬ ０２６１－７２－８５５１（ 1 / 7 ～） 

       4)申込方法    同封のエントリーフォームによる。（コピー可）※記載漏れの無いように。 

          各学校一括申込とし、電話・ファックスによる申込は受付けない。  

            5)参 加 料 ● 小学生  

クロスカントリー  ￥１，０００円 

リレー競技１チーム  \２，０００円 

ジャンプ ２戦参加 \２，０００円 １戦参加￥１，０００円（なるべく2戦参加） 

アルペン       \２，０００円   

             ● 中学生 クロスカントリー    \１，５００円 

      申込と同時に現金書留又は、下記口座へ振込。（振込みの場合必ず申込用紙に振込み日記入） 

   ＪＡ大北白馬支所（普）６１４５７６０ 白馬少年スキー大会事務局 

抽    選     クロスカントリー 1月１７日（金）ジャンプ １月２４日（金） 

アルペン ２月３日（月）    （ 開催地によるシードごとの責任抽選とする） 

表    彰     各種目とも１位～３位に賞状賞品を、４位～１０位まで賞状をそれぞれ授与する。 

そ の 他    1) 競技中の傷害については、応急手当はするが以後の責任は負わない 

      2) スポーツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険に加入してあること 

        3) 補欠選手２名の登録を認める 

      4) ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技個人競技の走法は、小学生はｸﾗｼｶﾙ、中学生はｸﾗｼｶﾙとﾌﾘｰのﾀﾞﾌﾞﾙパｼｭｰﾄ競技（ﾏｽｽﾀｰﾄ） 

      5) ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技は野沢温泉大会とシリーズ戦とし、小学校 5‐6 年男・女種目において総合      

上位３名を表彰いたします 

            6) ｼﾞｬﾝﾌﾟ競技は初日の競技を木島平、菅平、野沢とシリーズ戦とし、 終戦の野沢会場に於いて表彰 

               ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ競技はシリーズ戦の対象としない予定         

      7) 他の大会とのダブルエントリーは避けてください 

       8) ＴＣＭ（代表者会議）には各校代表者は必ず出席してください 

        ※欠席又は遅れる場合は必ず事務局に連絡する事 

            9) アルペン大回転競技は1本のタイムで競技する 

           10) アルペン・ジャンプ競技出場者はスキー用ヘルメットを必ず着用のこと 

           11) 参加者及び応援の車両は、必ず駐車場へ駐車して下さい 

           12) 参加者の宿泊は自由宿泊としますが、岩岳旅館組合加盟宿舎をご利用下さい 

宿の斡旋は  岩岳観光協会  ＴＥＬ Ｏ２６１－７２－２７８０ お問合せ下さい 

 



2014 2014

学年 生年月日 学年 生年月日

男　　・　　女 男　　・　　女

氏　　名 フリガナ 氏　　名 フリガナ

連絡先（携帯電話）

第50回白馬少年スキー大会
クロスカントリー　リレー申込書

住　　　所

申込責任者

チーム名

申込責任者

連絡先（携帯電話）

第50回白馬少年スキー大会
クロスカントリー　リレー申込書

チーム名

住　　　所



円

書留　　/　　振込

〒

〒

1～2年 3～4年 5～6年 1～2年 3～4年 5～6年 中学生 女子 1～4年 5～6年

注2

注１　受益者負担の関係上宿泊の場合は宿舎名をご記入下さい　　注2　ご記入は出来る限りランキング順にご記入下さい

中日杯争奪第50回白馬少年スキー大会参加申込書 2014

（携帯電話等確実に連絡の取れるところ） 受益者負担の関係上宿泊する場合はご記入下さい

注１

加入保険
会社と番号

ジャンプ生年月日
（西暦）

TEL

ﾗﾝｷﾝｸﾞ 氏　　　名 学年ふりがな

【参加料合計金額】

【参加料送金方法】

クロスカントリー

TEL
FAX

Mobile
宿泊予定先

アルペン

学校TEL

学校FAX
学校住所

責任者
住所

《種　目》

《性　別》

（ふりがな）

小学生の部

㊞

　男 子 　　/ 　　女 子
中学生の部

チーム連絡先
氏　　名

（参加種目、性別に必ず○印をして下さい）

※振込日付　平成　　年　　月　　日　振込名義

（ふりがな）

申込責任者

アルペン　・　クロスカントリー　・　ジャンプ

　クロスカントリー

学校名


