
  

XC－７直－８    第 77回国民体育大会冬季大会スキー競技会静岡県選考会 ＜ＸＣ＞ 

       

１．主    催    財団法人静岡県体育協会 

２．主    管    静岡県スキー連盟 

３．会    場    岐阜県郡上市高鷲町鷲見  デイリー郡上・牧歌の里クロスカントリーコース  TEL: － 

         

４．種    目    クロスカントリー(5km･10km) 三重県・岐阜県との合同開催 

５．日  程 

【開会式・チームキャプテンミーティング・受付】 

         １月 １５日（土） 時間は別途連絡 

  【ＸＣ競技クラシカル】 

         １月 １５日 (土)  クラシカル ５ｋｍ，１０ｋｍ 

                   ※本競技にて全日本選手権のクラシカル部門の選考を兼ねることとする。 

 

６．参加資格    令和３年のＳＡＪ会員で下記に該当する国体参加資格保有者。(国体参加資格は(1)、(2)参照) 

        1)県内に居住地を示す現住所又は勤務地を有する者、及び県内の高校を卒業した大学生。 

        2)１８才未満は、保護者の承諾があること。 

７．競技規則  1) ＳＡＪ競技規則最新版に準ずる。ただし、本大会組織委員会の規定を優先する。 

     【国体予選選考対象者および中学 3年生全参加選手】 

2) ＳＡＪルールに準拠した用具の使用を義務付ける。 

     【国体予選選考対象外の参加選手(但し、中学 3年生は認めない)】 

3) ＳＡＪルールに準拠した用具の使用を推奨する。 

 

８．参 加 料  ４，０００円  

                尚、いかなる事由でも参加料は返還しない。 

９．抽    選    大会事務局一任とする。 

１０．申込方法  大会事務局発行の申込用紙に必要事項を記入し、郵送にて申し込み、参加料は競技本部各事業専用

申込口座に振り込むこと。 振込先 ゆうちょ銀行 12370 番号 18863931 吉岡宣雄 宛  

     申 込 先  〒421-3203  静岡市清水区蒲原町 3-21-29 

                            静岡県スキー連盟事務局  TEL/FAX:054-385-5437  

     申込〆切  令和 ３年 １２月１日(水) 必着  

               記載不備のある申し込みや、〆切後の申し込みは受け付けない。 
１１．担当理事  吉岡 宣雄  TEL/FAX:0545-36-0935  

１２．現地大会事務局  牧歌の里クロスカントリーコースハウス内 静岡県スキー連盟事務局  TEL:090-4187-3265 

１３．その他  ・スポーツ傷害保険に加入していること。参加者の事故等について主催者はその責任を負わない。 

         

 

(１)国体参加資格 

ア：選手及び監督は,所属都道府県のスキー連盟会長と体育協会会長が代表として認め選抜した者。（中学3年生含む） 

イ：第 75回又は第 76回大会（都道府県大会を含む）において選手及び監督の資格で参加した者は、次の者を除き 

第 75回又は第 76回大会と異なる都道府県から参加することはできない。 

（ア） 成年種別  ａ:新卒業者 ｂ:結婚及び離婚に係る者。 

         ｃ:ふるさと選手制度活用する者。ｄ：東日本大震災係る参加資格特別措置を活用する者 

（イ） 少年種別  ａ:新卒業者 ｂ:結婚は離婚に係る者 c：一家転住に係る者 d：東日本大震災係る参加資                        

格特別措置を活用する者 

ウ：選手については、健康診断を受け、健康であることを証明された者であること。 

(２)国体所属都道府県 

所属都道府県は、下記のいずれかに該当する都道府県の中から選択することができる。 

ア：成年種別 （ア）居住地を示す現住所 （イ）勤務地 （ウ） ふるさと 

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 

（注１） ア又はイに属する都道府県から参加する選手は、令和３年４月３０日以前から本大会参加時まで、引続き

当該地にそれぞれ居住、勤務又は通学していなければならない。 

ただし、成年種別の参加者が、属する都道府県として「ふるさと」を選択する場合はこの限りではない。 



  

XC－７直－８   国民体育大会選考会・申込書 
締切日 令和 3年 12月 1日(水) 

［アルペン］ 参加料 ４，０００円                                         開催日 令和 4年 1月 9日(日) 

種   目 氏     名 性 別 生  年  月  日 

国体選考ＧＳ 
 

 男・女  

住所     
〒 

 
携帯電話  

所属・学校名 
 

 
'21静岡県ポイント  

SAJ登録 No  保険会社名  

保護者署名捺印 

18才未満は保護者の署名捺印が必須 

印  

 

 

部 別  

マテリアル ＳＡＪルールに準拠した用具を   【使用する】 ・ 【使用しない】 

 

 

 

 

 

XC－７直－８   国民体育大会選考会申込書 

締切日 令和 3年 12月 1日(水) 

［クロスカントリー］ クラシカル 参加料 ４，０００円                      開催日 令和 4年 1月 15日(土) 

種   目 氏     名 性 別 生  年  月  日 

国体選考ＸＣ 
 

 男・女  

住所     
〒 

 
携帯電話  

所属・学校名 
 

 
SAJ登録 No  

保護者署名捺印 

18才未満は保護者の署名捺印が必須 

印  

 

 

保険会社名  

 

 

 

 

 

アルペン国体選考 部別年令基準 

成年男子Ａ 1995年 4月 2日以降、2003年 4月 1日の間に生まれた者 

成年男子Ｂ 1987年 4月 2日以降、1995年 4月 1日の間に生まれた者 

成年男子Ｃ 1987年 4月 1日以前に生まれた者 

成年女子Ａ 1997年 4月 2日以降、2003年 4月 1日の間に生まれた者 

成年女子Ｂ 1997年 4月 1日以前に生まれた者 

少年男子・女子 2003年 4月 2日以降、2007年 4月 1日の間に生まれた者（年齢の下限は中学 3年生とする） 

 

詳細は第 77回国民体育大会冬季大会  スキー競技会 実施要項 美の国あきた鹿角国体 2022 をインターネットで参照下さい。            

キリトリ 

キリトリ 



  

XC－７直－８    2022年度静岡県選手権大会  兼 
      第 100回全日本選手権静岡県選手選考会・第 72回中部日本スキー大会選考会 <XC> 
       

１．主催 主管   静岡県スキー連盟 

 

２．会    場    岐阜県郡上市高鷲町鷲見  デイリー郡上・牧歌の里クロスカントリーコース  TEL: － 

 

３．種    目    クロスカントリー(5km･10km)  三重県・岐阜県との合同開催 

 

４．日  程 

【開会式・チームキャプテンミーティング・受付】 

         １月 １６日（日） 時間は別途連絡 

  【ＸＣ競技フリー】 

         １月 １６日 (日)  フリー   ５ｋｍ，１０ｋｍ 

                   ※本競技にて全日本選手権のフリー部門の選考を兼ねることとする。 

 

５．参加資格    令和 ３年度のＳＡＪ会員で下記に該当する者。 

        1)県内に居住地を示す現住所又は勤務地を有する者、及び県内の高校を卒業した大学生。 

        2)小学４年生以上であること。 

        3)１８才未満は、保護者の承諾があること。 

 

６．部  別  【小学生】【一般】 

 

７．競技規則  1) ＳＡＪ競技規則最新版に準ずる。ただし、本大会組織委員会の規定を優先する。 

     【全日本選手権選考対象者（成年男子 D,Eおよび成年女子 Cを除く）】 

2) ＳＡＪルールに準拠した用具の使用を義務付ける。 

     【ユース選手（小学生）】 

3) 小学校 4年生は体格、体力、技能に適応したスキー用具を使用すること。 

     【その他の選手】 

4) ＳＡＪルールに準拠した用具の使用を強く推奨する。 

 

８．参 加 料  １種目 ３，０００円 

                尚、いかなる事由でも参加料は返還しない。 

 

９．抽    選    大会事務局一任とする。 

 

１０．申込方法  大会事務局発行の申込用紙に必要事項を記入し、郵送にて申し込み、参加料は競技本部各事業専用

申込口座に振り込むこと 振込先 ゆうちょ銀行 12370 番号 18863931 吉岡宣雄 宛 

     申 込 先  〒421-3203  静岡市清水区蒲原町 3-21-29 

                            静岡県スキー連盟事務局  TEL/FAX:054-385-5437  

     申込〆切  令和 ３年１２月１日(水) 必着 

               記載不備のある申し込みや、〆切後の申し込みは受け付けない。 
 

１１．担当理事  吉岡 宣雄  TEL/FAX:0545-36-0935 

 

１２．現地大会事務局  牧歌の里クロスカントリーコースハウス内 静岡県スキー連盟事務局  TEL:090-4187-3265 

 

１３．その他  ・スポーツ傷害保険に加入していること。参加者の事故等について主催者はその責任を負わない。 

・全国中学校スキー大会静岡県選考会に参加を希望する選手は、当該大会の要項に従い申し込む事。 

・全国高校総体静岡県選考会に参加を希望する選手は、当該大会の要項に従い申し込む事。 

 

 



  

XC-7直－８    2022 静岡県選手権大会・全日本選手権選考会 
締切日 令和 3年 12月 1日(水) 

［アルペン］ 参加料 ３,０００円                                          開催日 令和 4年 1月 10日(月) 

   種   目 氏     名 性 別 生  年  月  日 

ＳＬ 
 

 男・女  

住所     
〒 

 
携帯電話  

所属・学校名・学年 
 

 
'21静岡県ポイント  

SAJ登録 No  保険会社名  

保護者署名捺印 

18才未満は保護者の署名捺印が必須 

印  

 

 

部 別 【小学生】 【一般】 

マテリアル ＳＡＪルールに準拠した用具を   【使用する】 ・ 【使用しない】 

 

 

 

CX-7直－８   2022 静岡県選手権大会・全日本選手権選考会 ・中日大会 

締切日 令和 3年 12月 1日(水) 

［アルペン］ 参加料 ３，０００円                                         開催日 令和 4年 1月 9日(日) 

種   目 氏     名 性 別 生  年  月  日 

ＧＳ 
 

 男・女  

住   所 
〒 

 
携帯電話  

所属・学校名・学年 
 

 
'21静岡県ポイント  

SAJ登録 No  保険会社名  

保護者署名捺印 

18才未満は保護者の署名捺印が必須 

印  

 

 

部 別 【小学生】 【一般】 

マテリアル ＳＡＪルールに準拠した用具を   【使用する】 ・ 【使用しない】 

 

 

【小学生】 : 小学校４・５・６年生 （誕生年ＦＩＳ 年齢ではなく、４月始まりの日本の学校年齢） 

【一般】（高校生は、全国高校総体静岡県選手選考会に申し込む事） 

ＳＡＪルールに準拠した用具を使用しない選手は、ポイントの対象としない。 

 

XC-7直－８    2022 静岡県選手権大会・全日本選手権選考会・中部日本スキー大会選考会 

締切日 令和 3年 12月 1日(水) 

［クロスカントリー］ フリー 参加料 ３，０００円                          開催日 令和 4年 1月 16日(日) 

種   目 氏     名 性 別 生  年  月  日 

県選手権ＸＣ 
 

 男・女  

住所     
〒 

 
携帯電話  

所属・学校名  SAJ登録 No  

保護者署名捺印 

18才未満は保護者の署名捺印が必須 

印  

 

 

保険会社名  

キリトリ 

キリトリ 

キリトリ 



  

XC-7直－８  全国中学校スキー大会静岡県選手選考会 ＜ＸＣ＞ 

         
１．主    催      静岡県スキー連盟 

 

２．後    援      静岡県教育委員会・静岡県体育協会・静岡県中学校体育連盟 

 

３．会    場      岐阜県高山市丹生川町 ほおのき平スキー場 TEL:0577-79-2244 

 

４．期    日      令和 ４ 年１月 ８日(土)～１０日(月) 

 

５．種    目      クロスカントリー（三重県との合同開催） 

 

６．日  程    

【開会式・チームキャプテンミーティング・受付】 

         別途 

 

  【クラシカル競技】１月 ９日(日)  クラシカル ５ｋｍ 

 

  【フリー競技 】  １月１０日(月)  フリー   ５ｋｍ 

 

７．参加資格     令和元年度のＳＡＪ会員で下記に該当する者。 

(1)県内の中学校の生徒で、静岡県ジュニアスキーチーム登録者。 

(2)保護者の承諾を得た者で、引率者があること。 

 

８．競技規則     (1) 競技規則は本大会組織委員会で決定する。 

(2) ＳＡＪルールに準拠した用具の使用を義務付ける。 

 

 

 

８．参 加 料      クラシカル・フリー  各１種目  ３，０００円 

 

９．申込方法   大会事務局発行の申込用紙に必要事項を記入し、郵送にて申し込み、参加料は競技本部各事業専用

申込口座に振り込むこと。振込先 ゆうちょ銀行 12370 番号 18863931 吉岡宣雄 宛 

申 込 先   〒421-3203  静岡市清水区蒲原町 3-21-29 

静岡県スキー連盟事務局  TEL/FAX:054-385-5437  

申込〆切  令和 ３年 １２月１日(水) 必着 

               記載不備のある申し込みや、〆切後の申し込みは受け付けない。 

 

１０．担当理事   

 

１１．そ の 他 ・スポーツ傷害保険に加入していること。参加者の事故等について主催者はその責任を負わない。 

・本大会は東海北陸中学生スキー大会、ＪＯＣジュニアオリンピックカップの選考も兼ねる。 

 

 

 



  

XC-7直－８  全国高校総体静岡県選手選考会 ＜ＸＣ＞ 

         
１．主    催      静岡県スキー連盟 

 

２．後    援      静岡県教育委員会・静岡県体育協会・静岡県高等学校体育連盟 

 

３．会    場      岐阜県高山市丹生川町 ほおのき平スキー場 TEL:0577-79-2244 

 

４．期    日      令和 ４ 年１月 ８日(土)～１０日(月) 

 

５．種    目      クロスカントリー（三重県との合同開催） 

 

６．日  程    

【開会式・チームキャプテンミーティング・受付】 

         別途 

 

  【クラシカル競技】１月 ９日(日)  クラシカル １０ｋｍ 

 

  【フリー競技 】  １月１０日(月)  フリー   １０ｋｍ 

 

 

７．参加資格     令和３年度のＳＡＪ会員で下記に該当する者。 

(1)県内の高等学校の生徒で、静岡県ジュニアスキーチーム登録者。 

(2)保護者の承諾を得た者で、引率者があること。 

 

８．競技規則     (1) ＳＡＪ競技規則最新版に準ずる。ただし、本大会組織委員会の規定を優先する。 

(2) ＳＡＪルールに準拠した用具の使用を義務付ける。 

 

 

 

８．参 加 料      クラシカル・フリー  各１種目  ３，０００円 

 

９．申込方法   大会事務局発行の申込用紙に必要事項を記入し、郵送にて申し込み、参加料は競技本部各事業専用

申込口座に振り込むこと。振込先 ゆうちょ銀行 12370 番号 18863931 吉岡宣雄 宛 

申 込 先   〒421-3203  静岡市清水区蒲原町 3-21-29 

静岡県スキー連盟事務局  TEL/FAX:054-385-5437  

申込〆切  令和 ３年 １２月１日(水) 必着 

               記載不備のある申し込みや、〆切後の申し込みは受け付けない。 

 

１０．担当理事   

 

１１．そ の 他 ・スポーツ傷害保険に加入していること。参加者の事故等について主催者はその責任を負わない。 

・本大会はＪＯＣジュニアオリンピックカップの選考も兼ねる。 

 

 



  

XC-7直－８ 全国中学校スキー大会静岡県選手選考会申込書         締切日 令和 3年 12月 1日(水)  

                                                                         開催日 令和 4年 1月 9日(日) 

ＸＣ クラシカル 男・女 参加料  ３，０００円 

フリガナ 

氏  名 

 

 

 

(SAJ会員番号) 

学校名・学年  

所属クラブ  

生年月日  保険会社名  

住  所 

〒 

携帯電話 

(必須)メールアドレス  

Ｊｒ保護者承諾印 氏名             印 学校長名  

 

 

XC-7直－８ 全国中学校スキー大会静岡県選手選考会申込書         締切日 令和 3年 12月 1日(水)  

                                                                         開催日 令和 4年 1月 10日(月) 

ＸＣ フリー 男・女 参加料  ３，０００円 

フリガナ 

氏  名 

 

 

 

(SAJ会員番号)                             

学校名・学年  

所属クラブ  

生年月日  保険会社名  

住  所 

〒 

                      携帯電話 

(必須)メールアドレス  

Ｊｒ保護者承諾印 氏名             印 学校長名  

 

 

XC-7直－８ 全国高校総体静岡県選手選考会申込書             締切日 令和 3年 12月 1日(水)   

                                                                         開催日 令和 4年 1月 9日(日) 

ＸＣ クラシカル 男・女 参加料  ３，０００円 

フリガナ 

氏  名 

 

 

 

(SAJ会員番号) 

学校名・学年  

所属クラブ  

生年月日  保険会社名  

住  所 

〒 

携帯電話 

(必須)メールアドレス  

Ｊｒ保護者承諾印 氏名             印 学校長名  

 

 

XC-7直－８ 全国高校総体静岡県選手選考会申込書            締切日 令和 3年 12月 1日(水) 

                                                                        開催日 令和 4年 1月 10日(月) 

ＸＣ フリー 男・女 参加料  ３，０００円 

フリガナ 

氏  名 

 

 

 

(SAJ会員番号) 

学校名・学年  

所属クラブ  

生年月日  保険会社名  

住  所 

〒 

携帯電話 

(必須)メールアドレス  

Ｊｒ保護者承諾印 氏名             印 学校長名  

 

キリトリ 

キリトリ 

キリトリ 


