
１． 主　　催　　 公益財団法人全日本スキー連盟

２． 主　　管 公益財団法人北海道スキー連盟、公益財団法人札幌スキー連盟

３． 公　　認 国際スキー連盟、公益財団法人全日本スキー連盟　（但し、男女個人スプリントは全日本スキー連盟公認のみ）

４． 後　　援 北海道、札幌市、一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団、公益財団法人北海道体育協会、

一般財団法人札幌市体育協会

５． 期　　日 平成２８年３月１４日（月）～３月１８日（金）

６． 開 催 地　　 札幌市白旗山競技場　（札幌市清田区真栄５０２番地１）

７． 競技種目　　 男子クロスカントリー　　 スキーアスロン１０㎞（Ｃ）＋１０㎞（Ｆ）、個人スプリント１．４㎞（Ｃ）、５０㎞（Ｆ）マススタート

女子クロスカントリー　　 スキーアスロン５㎞（Ｃ）＋５㎞（Ｆ）、個人スプリント１．４㎞（Ｃ）、３０㎞（Ｆ）マススタート

※　（Ｃ）＝クラシカル、　（Ｆ）＝フリー

８． 競技日程及び会場

  　期　　日  開 始 時 刻 会　　　　場

 ３月１４日(月)　１０：００  札幌市白旗山競技場

　１３：３０  札幌プリンスホテル　国際館パミール

（札幌市中央区南2条西12丁目）

　１４：３０ 　

 ３月１５日(火)　　９：３０  札幌市白旗山競技場

　１０：３０ 　　　　〃

　１３：３０ 　　　　〃

 ３月１６日(水)　  ９：３０  札幌市白旗山競技場

　１１：００   　　　〃

　１４：００ 　　　　〃

 ３月１８日(金)　　９：００  札幌市白旗山競技場

　１１：００  

９． 競技規則　　 公益財団法人 全日本スキー連盟競技規則最新版による。

但し、年齢の起算は平成２８年１月１日現在とする。

10．　　参加資格　　 前年度実績による出場枠（都道府県連送付済み）

　　　および 　　　 特別枠選手　同付則第１条Ⅴ

　　　参加定員   　　   ○前年度各種目とも５位までの選手。

  ○前年度海外へ全日本スキー連盟より派遣され理事会が認めた選手。

  ○会長推薦選手。

Ⅵの(Ｂ)の規定による出場枠

　○ＳＡＪポイント（№１リスト総合ポイントとスプリントリスト）による出場枠

　男子：スキーアスロン ６２．７３、スプリント ９８．５５、５０㎞ ６６．５２ 以内

　女子：スキーアスロン １０６．５５、スプリント １７２．９８、３０㎞ １０６．５５ 以内

　高校男子：スキーアスロン  ８５．５３、スプリント １７３．３０ 以内　

　高校女子：スキーアスロン  １３１．９０、スプリント ３００．２５、３０㎞ １３１．９０ 以内

　　上記のポイント保持者にはそれぞれの種目の出場資格がある。

　○開催地元枠＝全日本選手権大会を開催する加盟団体が所属するブロックに開催地元枠として、各個人種目は

　　女子４名、男子６名に、出場資格を与える。

Ⅵの(Ｂ)４の(3)(4)

また、男子５０㎞（F)の出場者は当該シーズンの始まる１月１日現在、満１９歳以上であること。

11．　　申込方法

（１）申込締切  平成２８年２月２６日（金）必着 とする。
各都道府県連・学連で取りまとめ申し込みのこと。（個人での申し込みは受け付けないので注意のこと）

各都道府県連・学連は、申込発送と同時に大会事務局へ連絡すること。連絡がなく期日後に到着した申込は、

理由を問わず受け付けない。

　　 （２）申 込 先　〒060-0004 　札幌市中央区北４条西３丁目  北海道建設会館８Ｆ　公益財団法人  札幌スキー連盟内

          　 第９４回全日本スキー選手権大会事務局　　  電話（０１１）２２１－１６６１

　　 （３）申込用紙　申込用紙は大会事務局から各都道府県スキー連盟に送付する用紙に限る。なお、申込にあたっては各都道府

県スキー連盟で行う予選会のプログラム及び公式成績書を添付すること。また、学連で出場権を得たものは

各都道府県スキー連盟において重複の申込をしないこと。（付則第１条項ⅩⅠ項参照）

　　 （４）参 加 料  申込と同時に、下記参加料を納入すること。（現金書留にて申込のこと）

なお、いかなる場合も返金はしない。

個人（１種目につき）　５,０００円

　　 （５）傷害保険  ＳＡＪスキー安全会及びスポ－ツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険に加入していない者は出場することが

できない。（傷害保険は各都道府県スキー連盟予選会前には既に加入することを義務付けているので、本大

会では新たな加入手続きは一切しない。）

12．　　抽　せ　ん     各競技とも、日程表のとおり札幌市白旗山競技場で抽選 (ドロー)を行う。各チームのリーダーは必ず１名抽

せん会に参加すること。

各種目のスタートグループ分けは、ＳＡＪクロスカントリーポイント表で行なう。

13．　　表　　　彰     各種目とも、１位（優勝杯）～３位までメダルおよび賞状、１０位まで賞状を授与する。

表彰式は、各競技終了後、現地競技会場で行なう。

14．　　そ　の　他 　　 (1)開会式には、全選手が必ず出席すること。理由なく出席しない者は競技に出場させない場合がある。

(2)競技に出場する選手は、必ずＳＡＪ会員登録及び競技者登録を完了していること。

(3)ＦＩＳ競技者登録番号所持者は、申込書に必ず登録番号を記載のこと。（但し、男女個人スプリントは除く）

(4)取得した個人情報は、本大会運営に関する業務以外には使用いたしません。

15．　　気象状況によって競技開始時刻及びコースの変更をすることもある。

 女子３０㎞（Ｆ）マススタート

 男子５０㎞（Ｆ）マススタート

 スキーアスロン女子５㎞（C）+５㎞（F)

 スキーアスロン男子１０㎞（ C）+１０㎞（F)

 チームキャプテンミーティング及びドロー（3月16日分）

 個人スプリント１．４㎞（C)予選 女子に引続き男子

 個人スプリント１．４㎞（C)決勝 女子に引続き男子

 チームキャプテンミーティング及びドロー（3月18日分）

 開　会　式（開会式終了後選手会）

　ＦＩＳ・ＮＣ  第９４回 全日本スキー選手権大会　開催要項
クロスカントリー競技（ディスタンス・リレー種目）

 　　 　　　　　種　　　　　　目

 チームキャプテンミーティング及びドロー（3月15日分）

 受　　　付　・　組 織 委 員 会







TEL

FAX

SAJ競技者 FIS競技者 ｽｷｰｱｽﾛﾝ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

登録No 登録No 10km(C)＋10km(F) 1.4km（Ｃ）

1  ．　　．

2  ．　　．

3  ．　　．

4  ．　　．

5  ．　　．

6  ．　　．

7  ．　　．

8  ．　　．

9  ．　　．

10  ．　　．

11  ．　　．

12  ．　　．

13  ．　　．

14  ．　　．

15  ．　　．

16  ．　　．

17  ．　　．

18  ．　　．

19  ．　　．

20  ．　　．

※申し込み種目枠内に×印を付けること

※生年月日記入例　　　　西暦1984年4月5日　=　８４．４．５

※リレー種目２チーム以上申し込む場合、Aチーム及びBチームのチームごとに選手名を続けて記載のこと

全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技申込書

　　　大　　　会　　　名 第９４回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技種目

　　　都道府県スキー連盟

　　（男子用）

　　　事務担当責任者名

氏　　名 所　　属 生年月日 ５０Km（F)



TEL

FAX

SAJ競技者 FIS競技者 ｽｷｰｱｽﾛﾝ ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

登録No 登録No 5km(C)＋5km(F) 1.4km（Ｃ）

1  ．　　．

2  ．　　．

3  ．　　．

4  ．　　．

5  ．　　．

6  ．　　．

7  ．　　．

8  ．　　．

9  ．　　．

10  ．　　．

11  ．　　．

12  ．　　．

13  ．　　．

14  ．　　．

15  ．　　．

16  ．　　．

17  ．　　．

18  ．　　．

19  ．　　．

20  ．　　．

※申し込み種目枠内に×印を付けること

※生年月日記入例　　　　西暦1984年4月5日　=　８４．４．５

※リレー種目２チーム以上申し込む場合、Aチーム及びBチームのチームごとに選手名を続けて記載のこと

全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技申込書

　　（女子用）

　　　大　　　会　　　名 第９４回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技種目

　　　都道府県スキー連盟

　　　事務担当責任者名

氏　　名 所　　属 生年月日 ３０Km（F)



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種　　　　　目 参　加　料 人　　　員 計 備　　考

クロスカントリー男子

　　男子 ｽｷーｱｽﾛﾝ　 10㎞(C)＋10㎞(F)  　　＠５，０００

　　男子 ｽﾌ゚ﾘﾝﾄ　 1.4㎞（Ｃ）  　　＠５，０００

　　男子 ５０㎞（Ｆ）  　　＠５，０００

クロスカントリー女子

　　女子 ｽｷーｱｽﾛﾝ　 5㎞(C)＋5㎞(F)  　　＠５，０００

　　女子 ｽﾌ゚ﾘﾝﾄ　 1.4㎞（Ｃ）  　　＠５，０００

　　女子　３０㎞（Ｆ）  　　＠５，０００

計

第９４回全日本スキー選手権大会

クロスカントリー競技　　　参加料集計表

都道府県スキー連盟名    　　　　　　　　                   .

TEL（連絡先）    　　　　　　　　                   .


