
（公財）長野県スキー連盟公認 

中日杯争奪第57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   （一社） 白馬村スキークラブ 

公  認  （公財） 長野県スキー連盟 

後    援    岩岳観光協会・㈱岩岳リゾート・白馬岩岳スキースクール 

協  賛  （株）ドコモＣＳ長野支店 

期日・会場    ジャンプ種目       令和 ３年 １月２３日（土）・２４日（日）  岩岳スモールヒル 

クロスカントリー種目  令和 ３年 １月３０日（土）・３１日（日）  岩岳ラビランコース              

アルペン種目         令和 ３年 ２月１１日（木）        岩岳スノーフィールド 

      ※降雪状況によりジャンプ、クロス種目会場の変更もあります 

（変更の場合は各チームに連絡、岩岳スキースクールＨＰに記載いたします） 

日程・種目 

☆ジャンプ競技 （対象 小学生） 

  期 日 時 刻      種     目  場  所 

１月２３日（土）  ９：００ 小学生ジャンプ ＴＣＭ/フリートレーニング  

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） 

 １３：３０ 小学生スモールヒル(K=20m HS=23m) 

（女子、1－4年、5－6年） 

１月２４日(日) 

 

開始時刻変更有 

１０：００ 

 

１３：００ 

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） 

 １４：００ 閉会式（表彰） ラビランコース会場 

☆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３０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 

 １３：０５ 小学生男女混合リレー 

（1､2走ｸﾗｼｶﾙ 3､4走ﾌﾘｰ）3km×4 

岩岳ﾗﾋﾞﾗﾝｺｰｽ 

  

１月３１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）  

 １０：３０ 小学生１･２年女子・男子ｸﾗｼｶﾙ    １km  

 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  

☆アルペン種目 （対象 小学生） 

期   日 時 刻 種         目 場   所 

２月１０日(水) １７：００ 小学生アルペンＴＣＭ 岩岳ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｻﾞ 

２月１１日(木)  ８：３０ 

開始予定 

小学生１～２年女子･男子ＧＳ 

小学生３～４年女子･男子ＧＳ 

小学生５～６年女子･男子ＧＳ 

岩岳スキー場 

カモシカコース 

 

    

※リフト券について（アルペン競技） 

 大会券をＴＣＭ終了後、会場で販売致します ＴＣＭ以外での購入は通常料金となります 

   子供￥１，５００円  大人￥２，５００（現金販売） 

※索道券は本来の使用目的を考慮し、使用しないようご協力お願い致します 

参加資格    小学校・中学校に在校する児童･生徒 

○ アルペン種目             人数制限なし 



○ クロスカントリー種目     人数制限なし（リレー競技も制限なし） 

○ ジャンプ種目             人数制限なし 

競技規則       全日本スキー連盟競技規則（最新版）及び大会規定を準用 

申込方法      1)申込〆切    ☆ジャンプ種目       令和 ３年1月１４日（木） 

☆クロスカントリー種目     令和 ３年１月１４日 (木)              

☆アルペン種目            令和 ３年１月２８日 (木) 

       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月５日開設予定） 

       4)申込方法    同封のエントリーフォームに必要事項を記入の上、参加料を同封し、現金書留で申し

込む事。 ※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        ￥１，５００円 

リレー競技１チーム        \２，５００円 

ジャンプス（ペシャルジャンプ） \２，０００円  

（コンバインド）     ￥２，０００円    

アルペン                   \２，０００円   

             ● 中学生 クロスカントリー           \２，０００円 

            （悪天候や雪不足等、やむを得ず競技を中止した場合は返金しない）        

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) 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、中学生スキーアスロン競技（ﾏｽｽﾀｰﾄ） 

        4) 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 

            5) ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技リレー種目は男女混合リレーと致します 

（1走CⅬ女子、2走CⅬ男子、3走FR女子、4走FR男子） 

6) 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代理人もしくは事務局に出場可否の連絡する事 

            7) アルペンＧＳ競技は1本のタイムで競技する 

            8) 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 

            9) 参加者及び応援の車両は、必ず駐車場へ駐車して下さい（※クロスカントリー競技下記内容確認） 

         ※10) 索道券は本来の使用目的を考慮し、使用しないようご協力お願い致します 

11) 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 

※クロスカントリー競技駐車場について 

 １月３０、３１日競技当日はスキー場大駐車場の利用が出来ませんので宿泊先の駐車場をご利用頂き、荷物搬入な

どの導線、駐車場所等の詳細は参加各チームへ後日ご連絡致します 

岩岳スキースクールＨＰにも掲載いたしますのでご確認下さい。応援の保護者様にも通達をお願い致します 

【新型コロナウイルス感染防止対策について】 

今大会は大会組織委員会の定める新型コロナウイルス感染拡大ガイドラインに準じて実施致します 

参加選手、関係者は大会14日前から添付の健康管理事項同意書に記入しＴＣＭ時に提出して下さい 

ＴＣＭにはチーム代表もしくは保護者1名の最小人数で参加して下さい 

※新型コロナウイルスの感染状況により、やむを得ず大会内容の変更や中止となる事をご了承下さい 



第57回中日杯争奪白馬少年スキー大会参加について 

                                          

新型コロナウイルスの感染拡大防止として「身体的距離の確保」「マスクの着用」「手洗い・消毒の実行」「3

密の回避」「スタッフの健康状態の聴取」などの取り組みを行っています 

大会参加選手、関係者皆様からも以下の内容についてご協力をお願い致します  

【参加にあたって】 

１、  感染拡大状況の変化によって中止または内容変更の可能性があります 

２、  帰宅後2週間以内に新型コロナウィルス感染症と診断、または疑う症状が見られる方がいた場合には、

必ず白馬岩岳スキースクールまでご連絡ください 

３、 当日を含む2週間以内に発熱や体調不良症状、感染者との接触可能性が本人または家族にある場合は当

該症状の回復が見られた場合であっても参加をお控えください 

４、 体調管理表兼参加同意書をチームキャプテンミーティング時にご提出ください 

健康管理兼参加同意書 

体温チェックシート 

 日付 体温 

14日前   

13日前   

12日前   

11日前   

10日前   

9日前   

8日前   

7日前   

6日前   

5日前   

4日前   

3日前   

2日前   

前日   

 

上記に同意の上、白馬少年スキー大会に参加します 

日付：令和3年     月       日 (チーム毎にまとめＴＣＭ時に提出して下さい) 

学校名：               

 

参加者氏名：                  保護者氏名                ㊞         

*感染症拡散防止の目的で保健所ならびに関係機関より要請があった場合は、記載の情報が提供される場合があります 

*参加当日に下記全項目において同意が必要となります。 

*全項目に同意が行われない場合は参加を認められません。 

 

１、 平熱を超える発熱はありません 

２、 咳、喉の痛みなど風邪の症状はありません 

３、 だるさ（倦怠感）息苦しさ等はありません 

４、 嗅覚や味覚に違和感はありません 

５、 過去 14 日以内に新型コロナウイルス感染陽性患者との接触は有

りません 

６、 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と

されている国や地域への渡航及び入国者と接触はありません 

 

大会終了後 14 日以内に新型コロナウイルスに感染またはその疑いが

生じた場合 

１、 速やかに白馬少年スキー大会事務局へ報告します 

２、 自己の責任において対処します 

３、 他参加者の感染状況等への関与は致しません 

 



円

書留　　/　　持参

〒

〒

宿泊する場合は必ず記入して下さい

注１

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

注2

注１　宿泊の場合は必ず宿舎名をご記入下さい　　注2　ランキング順にご記入下さい

中日杯争奪第57回白馬少年スキー大会参加申込書 2021

ジャンプ（コンバインド）ジャンプ（スペシャルＪ）加入保険
会社と番号

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

電話
ファックス

携帯
宿泊予定先

学校TEL

学校FAX
学校住所

責任者
住所

生年月日
（西暦）

TEL

アルペン

（携帯電話等確実に連絡の取れるところ）

中学生の部
《種　目》

《性　別》

（ふりがな）

責任者 ㊞

（参加種目、性別に必ず○印をして下さい）

（ふりがな）

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

小学生の部

　　男　子　　　/　　　女　子



2021 2021

学年 性別 生年月日 学年 性別 生年月日

※男子2名　女子2名　１走CL女子　２走CL男子　３走FR女子　４走FR男子
　　補欠男女各１名

第57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

申込責任者

連絡先（携帯電話）

第57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

男女混合リレー 男女混合リレー

氏　　名 フリガナ 氏　　名 フリガナ

※男子2名　女子2名　１走CL女子　２走CL男子　３走FR女子　４走FR男子
　　補欠男女各１名

連絡先（携帯電話）
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