
令和２年  山口県体育大会冬季大会スキー競技会開催要項

1. 主 催 山口県 公益財団法人 山口県体育協会

山口県高等学校体育連盟　 山口県中学校体育連盟

2. 主 管 山口県スキー連盟

3. 後 援 山口県ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ協会

4. 会 期 (日)　～ (月)

5. 会 場 広島県 芸北国際スキー場

大会県本部 国際ロッジ　

6. 日 程 12日(日) 総合受付 11:00 ～12：00 国際ロッジ　

チームキャプテンミーティング（ＣＣ） 12:30 国際ロッジ　

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ(中学･高校･一般) 14:00

13日(月) チームキャプテンミーティング（ＧＳＬ） 7:30 大平休憩所

ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ(中学･高校･一般) 8:00

スキーオリエンテーリング受付 　　　　9:00～9:30 国際ロッジ　

スキーオリエンテーリングﾞ(一般) 10:00 国際ロッジ　

リレー(中学･高校･一般) 13:00

閉会式 15:00 国際ロッジ　

7. 実施要項 (1)競技方法　（本大会は、国体予選及びジュニアスキー大会と同時開催とする。)

 ｱ. 種別は一般男子（成年・壮年・教員）、一般女子、高校（男子・女子）、中学（男子・女子）

  とする。※成年は19才以上35才未満、壮年は35才以上、教員は小学・中学・高校の教員｡

 ｲ. 競技は男女総合の郡市対抗とし高等学校・中学校は男女別の学校対抗。

 ｳ.  種目は以下の通り　

  一般男子 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ　・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ　・ｽｷｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ リレー　

  一般女子 ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ　・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ　・ｽｷｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ リレー　

  高校（男子・女子） ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ　・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ リレー　

  中学（男子・女子） ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ　・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ リレー　

 ｴ. ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰはｸﾗｼｶﾙ走法、リレーはフリー走法とする｡

 ｵ. リレーは１走＝赤色、２走＝緑色、３走＝黄色、４＝青色とする。

(2)参加資格

 ｱ. 山口県体育大会要項総則に定められた参加資格を有すること。

 ｲ. 山口県スキー連盟に所属する2019年度ＳＡＪ会員登録者。

 ｳ. 年齢の算定は、2020年1月12日現在とする。

 ｴ. 傷害保険に加入している者であること｡

(3)種別種目の参加人員

種　別 中学校
女子 男子 女子 男子 女子

種　目 成年 壮年 教員

GSL 10 10 10 10 10 10 10 10

CC 10 10 10 10 10 10 10 10

ｽｷｰOL 10 2 - - - -

リレー 1ﾁｰﾑ4 1ﾁｰﾑ3 1ﾁｰﾑ4 1ﾁｰﾑ3 1ﾁｰﾑ4 1ﾁｰﾑ3

(4)採点方法

 ｱ. 得点は、男子・女子・高校の総合郡市得点とする。ただし、郡市の高校の得点は上位２名と

 　する。（中学は得点に含めない。）

 ｲ. 各種別（リレー含む）とも、各種目の１位８点、２位７点、以下順次８位１点を与える。

　 また、同順位の場合は、その順位をを共有し、次の順位を欠位とする。得点は、次順位の得

　 点を加え当該都市で等分し、割り切れない部分は小数点第3位以下を切り捨てる。

　 ただし、一つの都市における各種目の得点対象者を２名として順次繰り上げる。従ってこの

　 場合の得点対象者は繰り上げられた者による上位８位までとする。

 ｳ. 参加チーム（者）が６チーム（人）以下の種目については、参加チーム（者）と同数の得点

　 を１位に与え、以下順次とする。ただし、この場合は１位のみ１点を加える。

(5)競技規定

 全日本スキー連盟競技規則最新版及び日本オリエンテーリング委員会実施基準によるが、

 本要項に定められたもの及び会場が定めたものが優先する。

 ＧＳＬ種目において、マテリアル（スキー用具）の規制は不問とします。

2020 年 1 月 12 日 2020 年 1 月 13 日

一　　　　般 高等学校

(成年・壮年・教員)　

男子



8. 表 彰  ｱ. 各種目の第３位まで、及び総合第３位まで賞状を授与する。（個人の賞状は後日送付する）

 ｲ. 総合成績第１位、および女子総合1位には、会長楯を授与する。

9. 申 込 所定の申込様式により申し込むこと。

※　郵送と同時に、Ｅメールで県連事務局あてエクセルファイルの申込書を送信すること。

      エクセルファイルの申込書（様式）は県連事務局に連絡し、メールで受け取ること。

 ｱ. 締切日 （金）必着

 ｲ. あて先　山口県スキー連盟事務局

 ｳ. 大会運営協力金　　種目ごとに選手1人当たり １，０００円の支払いにご協力ください。

大会当日、総合受付にて、市連ごとに支払ってください。

高体連特記 所定の申込一覧表により申し込むこと。

 ｱ. 締切日　平成17年１月７日 （金）必着

 ｲ. あて先　　〒743-0023  光市光ヶ丘１－１

　山口県立　光丘高等学校 藤本 浩史 Tel. 0833-71-2261

中体連特記 所定の申込一覧表により申し込むこと。

 ｱ. 締切日 （金）必着

 ｲ. あて先　   〒740-0061  玖珂郡和木町和木２－５－２

　和木町立　和木中学校 光貞　賢志Tel. 0827-52-4328

10. 抽 選 (金)

11. 宿 泊 各郡市連盟で手配すること。

12. そ の 他 (1)スポーツ振興資金納入について

 ｱ. 県体（一般の部）参加監督、選手はスポーツ振興資金一人当り200円を納入する。

 ｲ. スポーツ振興資金は市体育協会で取りまとめ、下記の通り納入する。

　　※納入期日　　 (金)

　　※納 入 先　　 山口銀行　県庁内支店　普通預金口座　130264

　　　　　　　 山口県体育協会　理事長

(2)参加上の注意

 ｱ. 大会中の事故については、応急処置の他一切の責任を負わない。

　 参加選手は健康保険証を携行すること｡（写し不可）

 ｲ. 総合受付（12日11時から国際ロッジ）で、全競技のビブ（ゼッケン）を配付するので、

　各市連の代表者及び各学校の監督等は、必ず総合受付に出向くこと。

 ｳ. 競技時間等については、当日発表のタイムスケジュールで確認すること。

 ｴ. ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ競技出場者はヘルメット・ストッパー着用のこと。

　　 （着用しない者は出場できない）

 ｵ.ｽｷｰｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞの受付は13日（月）9時から国際ロッジで行う。

 ｶ.大会の中止は１月９日（木）正午に決定し、山口県スキー連盟より各郡市体育協会、

　 各高等学校長、各中学校長宛に連絡する。

　 積雪不足等で実施できない場合は会長杯と合わせて実施とする。

 ｷ．（ＣＣ）はクロスカントリー、（ＧＳＬ）はジャイアントスラローム、（ＯＬ）はスキーオリエンテーリングを

　 示す。

     ＪＯＣオリンピックカップの選手選考について

　      山口県代表として、ジュニアオリンピックに出場しようとする場合のアルペン選考は

       次のとおりとする。

……「令和２年山口県体育大会冬季大会スキー競技会」の結果による。

　　　尚、中止や延期の場合は「山口県中学校スキー選手権」の結果による。

……「２０20河村杯ジュニアアルペンスキー大会」の結果による。

　　　尚、中止や延期の場合は「２０20山口県ｽｷｰ連盟会長杯スキー大会」の結果による。

2019 年 12 月 13 日

2020 年 1 月 10 日

2019 年 12 月 13 日

2019 年 12 月 13 日

　本大会に出場を希望する選手は、２０20年１月12日までに競技部長　三浦までに申し出ること

①中学生

②小学生

2019年12月20日


