
第63回 京都府スキー選手権大会 

第76回 国民体育大会 冬季大会 スキー競技会 京都府予選会 

第99回 全日本スキー選手権大会 京都府予選会 

開催要項 
 
主  催  京都府スキー連盟 
主  管  京都府スキー連盟 競技部 
期  日   ● 2021年1月 3日(日)・ 4日(月)：長野県 野沢温泉スキー場  
会  場   ● 2021年1月16日(土)・17日(日)：富山県南砺市 たいらスキー場 

日程･種目･会場 

期 日 時 間 種   目  ・  部   別 会場・コース 

 3日(日) 16:00 ｼﾞｬｲｱﾝﾄ ｽﾗﾛｰﾑ （府選手権・全日本予選 第1戦)、ｽﾗﾛｰﾑ（府選手権・

全日本予選） ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝ・ﾐｰﾃｨﾝｸ (゙TCM)  ◎ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝ出席のこと 

野沢温泉スキー場 

野沢温泉ｽﾊﾟﾘｰﾅ 

 4日(月) 9:00 ｼﾞｬｲｱﾝﾄ ｽﾗﾛｰﾑ (府選手権・全日本予選 第1戦)、 

ｽﾗﾛｰﾑ（府選手権・全日本予選） 

野沢温泉スキー場 

 カンダハコース 

16日(土) 9:00 ｱﾙﾍﾟﾝﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝ ﾐｰﾃｲﾝｸﾞ (TCM)      ◎ﾁｰﾑｷｬﾌﾟﾃﾝ出席のこと 本部 ロッジ峰 

12:00 ｼﾞｬｲｱﾝﾄ ｽﾗﾛｰﾑ （国体予選） 

 成年男子A・成年男子B・成年男子C・少年男子・(ｼﾞｭﾆｱ男子） 

 成年女子A・成年女子B・少年女子・(ｼﾞｭﾆｱ女子) 

たいら スキー場 

14:00 ｼﾞｬｲｱﾝﾄ ｽﾗﾛｰﾑ (府選手権・全日本予選 第2戦) 

 成年男子・少年男子・ｼﾞｭﾆｱ男子・成年女子・少年女子・ｼﾞｭﾆｱ女子 

たいら スキー場 

10:30 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  [ﾌﾘｰ] (国体予選・府選手権・全日本予選) 

 ｼﾞｭﾆｱ男子・成年男子C（5km）・少年男子・成年男子（10km） 

 ｼﾞｭﾆｱ女子（3km）・少年女子・成年女子（5km） 

たいら スキー場 

 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 

17日(日) 11:00 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ  [ｸﾗｼｶﾙ] (国体予選・府選手権・全日本予選) 

 ｼﾞｭﾆｱ男子・成年男子C（5km）・ 

 少年男子・成年男子B・成年男子A（10km） 

 ｼﾞｭﾆｱ女子（3km）、少年女子・成年女子B・成年女子A（5km） 

たいら スキー場 

 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 

競技規則  全日本スキー連盟競技規則最新版による。但し本大会の競技規則が優先する。 
他の競技  スペシャルジャンプ・ノルディックコンバインド・スピード系競技は実施しない。 
      ただし、国体及び全日本出場希望のノルディックコンバインド選手は、クロスカントリーフリー種目に出場 

すること。また、スペシャルジャンプ・ノルディックコンバインド選手は代替大会に出場し、公式記録を連 
盟に提出すること。 

部別及び年齢区分 下表を参照し、間違いの無いように申し込むこと。 《 注意：中学３年は「少年」組です。》 

生  年  月  日 

(個人票(A)には西暦で記入のこと) 
国民体育大会 京都府予選会 

＊京都府選手権大会 

＊全日本京都府予選会 

1986年4月1日 以前  成年男子C (34歳以上) 

成年女子B (24歳以上) 成年男子 (18歳以上)   

成年女子 (18歳以上) 

1986年4月2日 ～ 1994年4月1日 成年男子B (26～33歳) 

1994年4月2日 ～ 1996年4月1日 
成年男子A (18～25歳) 

1996年4月2日 ～ 2002年4月1日 成年女子A (18～23歳） 

2002年4月2日 ～ 2006年4月1日 
少年男子 少年女子 少年男子・女子 

(中学3年生～17歳) (中学3年生～17歳) (中学3年生～17歳) 

2006年4月2日 以降 
ｼﾞｭﾆｱ男子 ｼﾞｭﾆｱ女子 ｼﾞｭﾆｱ男子・女子 

（中学2年生以下) （中学2年生以下) （中学2年生以下) 

大会本部 
 ● 野沢温泉スキー場「さつき荘」  2021年1月02日(土)正午に開設する。長野県下高井郡野沢温泉村  Tel 0269-85-2454 

● たいらスキー場「ロッジ峰」  2021年1月 15日(金)正午に開設する。富山県南砺市たいらスキー場 Tel 0763-66-2874 
参加資格    以下に示す各種「登録完了」とは、大会エントリー締切日までの登録申込完了を意味する。 
(1) 標記大会・予選会の参加資格は同一でないので別紙の参加資格詳細を参照のこと。 

 (2) 国体にｼﾞｭﾆｱの部は無いが国体予選での出走は認めるので、希望者は参加申し込みをして出場する事ができる。 
(3) 参加資格を、次の2つに大別する。この種別により、参加料が異なる。 

＜参加資格：イ＞ 京都府スキー連盟加盟のスキークラブに所属し、2021年度SAJ会員登録を完了し、かつ 
京都府スキー連盟(SAK)競技者登録を完了した者。 

＜参加資格：ロ＞ 上記に該当しない者及び連盟加盟クラブに所属していない者。 
但し、学連及び高体連所属の選手は国体要項にそって出場すること。 

(4) また、府外に在住･在勤(在学)で、｢ふるさと選手制度｣を利用して国体予選に出場する選手は、申し込みと同時に 
必ず｢ふるさと選手制度｣の登録をすること。 

 (5) 京都府民は、「京都府民総合体育大会」にも自動的にエントリーされる(別途のエントリー料は不要)。 
 

2021年度 



参加申込 
 (1) 申込期限：2020年10月21日(水) (当日消印有効) 
 (2) 参加料： 
  ①1種目当りの参加料：(府民総体エントリー料も含む）                            
    国体スペシャルジャンプ出場希望選手は選考会料と   

して参加料を納めること。参加資格は他種目と同等 
とする。国体ノルディックコンバインド出場希望選手
はフリー種目にエントリーすること。参加料・参加資格は他種目と同等とする。 

② ｢１種目当りの参加料×出場種目数｣を合計して納入すること。 
(3) 宿泊手配：京都府スキー連盟による宿舎の斡旋は行わない(早目に予約すること)。各クラブ単位で宿舎の手配をし

ておくこと。緊急時対応のため、宿泊の有無に関わらず｢宿泊報告書(D)｣を(4)④に示すように郵送すること。 
(4) 申込方法 

   ① 京都府スキー連盟所定の申込用紙(コピー可)により、所属団体ごとに提出すること。 
② 申込用紙は正確に漏れなく記入すること。記載に不備のある場合には出走順等に不利な取扱を受けることがある。 

   ③ 参加料を、郵便振替電信振込請求書にて、クラブ名を明記の上、以下の口座に振り込むこと。 
口座番号：00940-7-271280 加入者名：京都府スキー連盟 

   ④ 所属団体は｢個人票(A)｣｢集計票(C)｣｢宿泊報告書(D)｣及び上紀「③振込請求書のコピー」を揃えて郵送すること。 
     なお、宿泊しない場合も、その旨記入の上「宿泊報告書(D)」を提出のこと。 

また、全日本スキー選手権大会京都府予選会出場選手(出場希望選手は2021年度FIS競技者登録を完了のこと)
がいる場合は、｢全日本スキー選手権京都府予選会出場選手個人票(B)｣もあわせて提出のこと。 

  〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70 京都府スポーツセンター内 
 京都府スキー連盟 Tel 075-692-3487、Fax 075-692-3971 
 

抽選会  2020年11月3日(火・祝)10時よりSAKポイントリストに基づいて行う。 
 会場：京都テルサ 東館３Ｆ 京都府スポーツセンター 種目団体東会議室 

     なお、後日、京都府スキー連盟ホームページ上でスタートリストをアップする。 
 

配 布 物  配布物は、ビブとプログラム等である。種目により、以下の会場にて配布する。 
      アルペン競技 府選手権GS(第1戦)、SL･･･ TCM会場(野沢 1月3日(日)16時)にて 
             国体予選GS、府選手権GS(第2戦)･･･たいらスキー場内「ロッジ峰」1月16日(土) 9時  

クロスカントリー競技･･･クラシカル・フリーとも一括で競技日初日、現地本部(ゴール前)にて 
 

表  彰  京都府選手権は3位までメダル、6位まで賞状を授与する。国体予選会は3位まで賞状を授与する。 
 

注意事項  ① 大会開催の可否は以下の正午現在の積雪状況によって決定する。 
野沢地区･･･2021年1月2日(金)  たいら地区･･･2021年1月15日(金)  

 ② 大会中止の場合は大会本部にその旨を掲示する。開催延期はせず後日参加料の半額を返金する。それ以 
外について、大会エントリー締切日後の返金には一切応じない。 

 ③ 国体及び全日本出場の選手は選考委員会において決定する。ただし、アルペン競技については、たいら 
地区でのGS国体予選が不成立の場合、野沢地区でのGS府選手権の結果をもって国体選考とする。 

 ④ 小学生・中学生の者は、必ず個人票に保護者承諾(保護者自筆記名に限る・要捺印)を得て申し込むこと。 
 ⑤ ジャイアントスラローム競技の府選手権・全日本予選は国体予選とは別試合とする。 
 ⑥ アルペン競技出場者は必ずストッパー・クラッシュヘルメットを着用すること。 
 ⑦ 大会中の事故等については、応急処置は行うがその事故の責任は負わない。 

スポーツ傷害保険などに必ず加入しておくこと。未加入者は競技会への出場を認めない。 
⑧ 参加選手について、ジュリーが技能未熟、その他の理由をもって危険と判断した場合にはその選手の 

出走を認めないことがある。 
⑨ 国体、全日本選手権の選手選考を希望する選手は、必ず新しいルールに適合した用品(回転半径（R）、長 
さ）で出場し、会場でマテリアルチェックを受けること。 その際、新ルールに適合した用品を使用し、 
予選上位に残った選手の中から、選手選考会へ推薦する。 

⑩ドーピングについては、個々の選手がルールの遵守に努めること。 
⑪ 開会式・閉会式は行わない。 
⑫ 新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、参加者(選手・役員)は競技会２週間前から連日の検温・
体調状況を記録した健康観察シートを当日提出すること(フォーマットは後日連絡)。なお現地でも健康観
察を実施する(実施方法は別途通知)。参加チームは事前に参加者(引率者・選手など)の検温・体調状況の
把握に努めること。健康観察の内容次第では参加を認めないことがある。また、大会終了２週間以内に発
症が認められた場合は速やかにクラブ代表者を通じて主催者に報告のこと。その他、行動・宿泊方法など
政府・教育機関のガイドラインを遵守すること。 

 

問 合 先  京都府スキー連盟 競技部長 畑中直哉 （Tel  090-8794-1393） 
 

※ 当連盟は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等の定めに従い、個人情報を取り扱います。参加者の個人情報
は、本事業および当連盟の他の事業でのみ使用するとともに、当連盟の他の事業のDM発送等に利用いたします。また、
当連盟もしくは委託先から申込内容に関する確認の連絡をさせていただくことがあります。  
行事参加中の映像･写真･記事･記録等をテレビ･新聞･雑誌等へ掲載もしくはホームページにて公開することがありま

すのでご了承下さい。 

 参加資格：イ 参加資格：ロ 

成年 6,000円 7,000円 

少年・ｼﾞｭﾆｱ(野沢地区) 3,000円 4,000円 

少年・ｼﾞｭﾆｱ(たいら地区) 5,000円 6,000円 


