
ジャンプ競技・種目：ラージヒル

ジャンプ競技・種目：ノーマルヒル

主　　催 公益財団法人全日本スキー連盟

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

公　　認 公益財団法人全日本スキー連盟

後　　援 北海道、札幌市、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、株式会社札幌振興公社

期　　日 平成２７年１０月２９日（木）～１１月１日（日）

開 催 地 北海道札幌市　　　宮の森ジャンプ競技場　（札幌市中央区宮の森1条18丁目）

大倉山ジャンプ競技場　（札幌市中央区宮の森1274）

競技種目 男子ノーマルヒル、女子ノーマルヒル

男子ラージヒル

実施要領 1.競技日程及び会場

午前10：00
～ 12：00

～　5：00
チームキャプテンミーティング

ノーマルヒル 公式練習　（女子・男子）　
午後 3：00

～  6：00

ノーマルヒル（HS100）女子・男子　試技開始
ノーマルヒル（HS100）女子・男子　競技開始
ラージヒル 　公式練習

ラージヒル（HS134）　試技開始
ラージヒル（HS134）　競技開始
　（兼　第５７回ＮＨＫ杯ジャンプ大会）

2.競技方法 各組参加人数が５０名を越えた場合予選ラウンドを行ない、予選上位５０位および転倒・不転倒に

お よ び　 関わらず、飛距離がその回の最長距離の９５％を超えた者を加え競技を行なう。

競技規則 競技２本目は、1本目の成績上位３０位及び転倒・不転倒に関わらず、飛距離がその回の最長距離の

９５％を超えた者を加え行なう。
この要項に定めた以外は、公益財団法人全日本スキー連盟競技規則最新版による。

3.参加資格 ２０１６年度全日本スキー連盟会員登録・競技者登録を完了している者

また、前年度に全日本スキー連盟Ａ級公認大会の出場経験があり、各加盟団体の推薦がある事。

年齢は13歳以上とする。

4.申込方法 各都道府県連で取りまとめ、学連所属選手は学校ごとに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。

(1)申込締切 平成２７年１０月１６日(金）　午後３時００分 必着
(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 (公財)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 Tel　011－221－1661

(3)申込用紙 各都道府県連・学連に送付する申込書を使用し、取りまとめ申し込みのこと。
申込用紙は札幌スキー連盟ホームページにも掲載しております。

 http://www.age.ne.jp/x/sas/

(4)参加料 各種目　４,５００円　（申込と同時に現金書留等で納入する事。）

尚、いかなる場合も返金はいたしません。

(5)傷害保険 出場者はSAJスキー安全会又はこれに順ずる傷害保険に加入していること。

5.ド ロ ー ポイントシステムを採用

6.表　　彰 １位（優勝杯）～３位までメダル及び賞状、１０位まで賞状を授与する。

表彰式は、各競技終了後、会場で行なう。

7.そ の 他 (1)マテリアルコントロールを行なう。

(2)所定の手続きに不備がある時は出場を認めないので注意の事。

(3)大会参加選手の事故については、応急処置は行うが責任は負わない。

(4)取得した個人情報は、大会運営に関する業務以外には使用いたしません。

※　 ジャンプ競技ラージヒルはＮＨＫ杯と兼ねて実施する。

全日本選手権･ラージヒルにエントリーする選手は、ＮＨＫ杯に同時にエントリーとなります。

参加料の重複納入をしないよう注意のこと。

『本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程が適用されます。』

午後 2：00 大倉山ジャンプ競技場

午前 8：30 受　　付

大倉山ジャンプ競技場
午前 9：00 国旗掲揚

午前 9：30
午前10：30

大倉山ジャンプ競技場
10月30日(金)

午前 8：30 受　　付

宮の森ジャンプ競技場
午前 9：00 国旗掲揚
午前 9：30
午前10：30

10月31日(土)

11月 1日(日)

期　　日

第９４回全日本スキー選手権大会　　開催要項

開始時間 種　　　　　　目 会　　　　　場

ラージヒル（HS134）　　フリートレーニング 大倉山ジャンプ競技場

午後 2：00
ノーマルヒル（HS100）　フリートレーニング 宮の森ジャンプ競技場

10月29日(木)

午前 9：30
宮の森ジャンプ競技場

午前10：30

ラージヒル（HS134）　　フリートレーニング
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第９４回全日本スキー選手権大会
ジャンプ競技

都道府県一覧表

氏　　　　名 チ　ー　ム　名 申込種目（○を付記） 備　考
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ＬＨ　  ・　  ＮＨ  

氏　　　　名 チ　ー　ム　名 申　込　種　目 備　考

女子ＮＨ

ＬＨ　  ・　  ＮＨ  

（公財）札幌スキー連盟

女子ＮＨ

女子ＮＨ

女子ＮＨ

女子ＮＨ
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位 位

位 位

氏　名　

　　保護者の承諾書　（小・中学生出場者は保護者の承諾書を必ず記入のこと。）

平成 年 月 日

上記、 が、本大会に参加することを認め

自己責任に基づく事故発生の場合は､私の責任において処理いたします｡  

保 護 者 印

　※印欄には記入しないこと。本年度の成績、加入傷害保険の欄は必ず記入のこと。

　※小・中学生出場者は保護者の承諾書を必ず記入のこと。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　※取得した個人情報は、大会運営に関する業務以外には使用いたしません。

※　№　　　　　　　　　　　

札幌スキー連盟　ジャンプ・コンバインド競技会 ※　ＳＡＪポイント ※　番号

エントリーフォーム

 　記入の不備なものは受付ないので、充分注意のこと

　　*エントリーフォームは、１大会につき種目ごとに１枚提出して下さい。

競技会名 第９４回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技

ＳＡＪ競技者
登録管理番号

種　目 組　別
全日本会員
登録番号

性別

ＦＩＳコード 所属連盟

ふりがな
所属団体

選手氏名
チーム名または
学校名

生年月日
満年齢

昭和・平成　　　　年　　　　月　　　　日 （　　　　歳） 男 ・ 女

Ｋｇ

勤務先・学校名 （学年　　　　） 電話番号

身長・体重 ｃｍ 体重

勤務先･学校住所

自宅住所 電話番号

加入傷害保険

 SAJスキｰ安全会もしくはスポｰツ傷害保険加入者は該当欄に○印を､その他の保険加入者は必要事項を記入のこと｡

ＳＡＪスキー安全会 スポーツ傷害保険 その他傷害保険

チームキャプテン
連絡先

電話番号

本年度の成績
※記入のない者
はシードに関す
る権利を失う.

大会名 順位 大会名 順位



都道府県ｽｷー連盟

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大学名）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＴＥＬ（連絡先）

種　　　　　目 参　加　料 人　　数 備　　考

　ジャンプ（ラージヒル）  　＠４，５００

　ジャンプ（男子ノーマルヒル）  　＠４，５００

　ジャンプ（女子ノーマルヒル）  　＠４，５００

計

計

第９４回全日本スキー選手権大会

ジャンプ競技　　参加料集計表


