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第９４回 全日本学生スキー選手権大会 

Intercollegiate Skiing  Games  of  Japan 

要   項 

 

主  催 公益社団法人 全日本学生スキー連盟 

公  認 公益財団法人 全日本スキー連盟 

主  管 第 94 回全日本学生スキー選手権大会鹿角市実行委員会 

     秋田県スキー連盟、鹿角市スキー連盟 

後  援 秋田県・秋田県教育委員会、鹿角市・鹿角市教育委員会 

     NPO法人鹿角市体育協会、かづのイベント誘致協議会、十和田八幡平観光物産協会 

     仙北市・仙北市教育委員会、田沢湖高原リフト（株）、田沢湖スキークラブ 

期  日 令和 3年 2月 24日（水）～2月 28日（日） 

《 令和 3 年 2月 5 日（金） 秋田県田沢湖スキー場 》 

会  場 花輪スキー場 

アルペン競技：花輪スキー場アルペンコース 

       《 スーパー大回転：田沢湖スキー場国体コース 》 

クロスカントリー競技：花輪スキー場クロスカントリーコース 

ジャンプ競技：花輪スキー場花輪シャンツェ 

コンバインド競技：花輪スキー場花輪シャンツェ・クロスカントリーコース 

 

 

◎鹿角市実行委員会 事務局 

(鹿角市役所教育委員会 国体・インカレ事務局)  

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田 4-1 

       TEL 0186-30-0286 / FAX 0186-22-0888 

       E-mail：93kazuno@gmail.com  

 

◎鹿角市大会 実施本部 

（鹿角トレーニングセンター アルパス内） 

 〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字百合沢 81-1 

       TEL・FAX 番号＊後日、学連 HP・FB等でお知らせします。 

       （※開設期間は令和 3年 2月 17日～28日） 

  

◎公益社団法人 全日本学生スキー連盟事務局 

 〒164-0001 東京都中野区中野 3-32-6-105 

           TEL:03-3384-7913 FAX:03-3384-7923   

E-mail:office@isj.gr.jp 

 

◎公益社団法人 全日本学生スキー連盟大会事務局 

(鹿角トレーニングセンター アルパス内)  

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字百合沢 81-1 

       TEL・FAX番号＊後日、学連 HP・FB等でお知らせします。 

（※ 開設予定期間は令和 3年 2月 23日～28日） 



◆要項の続き                                     

1.大会日程 

 同封の「大会日程表」参照 

 

2.競技種目・出場資格・競技方法・表彰 

 別紙「全日本学生スキー選手権大会 競技規程」参照 

 競技種目 

 アルペン     男子 1・2部 回転・大回転・スーパー大回転 

          男子 3部   回転・大回転 

          女子 1部   回転・大回転・スーパー大回転 

          女子 2部   回転・大回転 

 クロスカントリー 男子 1部 30Kmフリー（ﾏｽ）・10Kmクラシカル・リレー（7.5Km×4）C►C►F►F 

男子 2部 15Kmフリー（ﾏｽ）・10Kmクラシカル・リレー（5Km×3）C►F►F 

           男子 3部 10Kmフリー（ﾏｽ）・ 5Kmクラシカル・リレー（5Km×3）F►F►F 

           女子 1部 15Kmフリー（ﾏｽ）・ 5Kmクラシカル・リレー（5Km×3）C►F►F 

           女子 2部 10Kmフリー（ﾏｽ）・ 5Kmクラシカル・リレー（5Km×3）F►F►F 

  ジャンプ     男子 1部 ＮＨ ＨＳ86ｍ 

           男子 2・3部 ＭＨ ＨＳ56ｍ 

           女子 1部 ＮＨ ＨＳ86ｍ 

            女子 2部 ＭＨ ＨＳ56ｍ 

  コンバインド   男子 1部 (ＮＨ ＨＳ86ｍ・10ｋｍＦ) 男子 2・3部(ＭＨ ＨＳ56ｍ・5ｋｍＦ) 

            女子オープン 1部・2部 （ＭＨ ＨＳ56ｍ・5ｋｍＦ） 

 学校得点計算（競技規則に得点計算は記載されている。） 

（1） 出場者数にかかわらず全て通常得点とする。 

（2） 種目別①ジャンプ+コンバインド②アルペン③クロスカントリー 

総合 1位校を表彰する。 

 

 表 彰  種目ごとに大会日程表掲載のとおり、本大会競技規程により行う。 

      表彰状（1位～10位） メダル（金・銀・銅）  

種目別学校得点 男女 1部校各種目 1位のみ表彰 

 

各部入替（全日本学生スキー選手権競技規定 第 7条 男子各部および女子各部の入れ替え） 

新型コロナウィルスの影響による練習の禁止・制限のため大会への参加を辞退する大学もあり、

各校それぞれの対応には差異があるため同じ条件で大会に臨むことが難しいことから今シーズ

ンに限り『昇格はするが降格はしない』翌年以降で通常数に戻す。 

 

3.参加料  

（１）個人種目 5,000円×出場者数 

 （２）団体種目 リレー 男子 1部 16,000円 男子 2・3部 12,000円 

             女子 1・2部 12,000円 

 （３）オープン種目の女子コンバインドは、参加料は無料とする。 

 （４）新型コロナウィルスの影響により大会が中止となった場合、それまでにかかった費用を清算し 

残額を各大学に返金する。 



    その他悪天候等による中止の場合には返金しない。 

 

4.参加申し込み 

 （1）申し込み方法 

    学連 HP 掲載のエントリーシート(excel)に入力の上、e メールに添付して学連事務局

(office@isj.gr.jp)まで申し込む。 

    尚、インターネット環境が整わない等 eメールでの申し込みが難しい場合は従来通り紙のエント

リーシートでの郵送も可。締切厳守。 

    参加料納入の際にゆうちょ銀行が発行する『振替払込請求書兼受領書』の画像(jpg ﾌｧｲﾙ等)も申

し込みの際の eメールに忘れずに添付すること。郵送の場合にはコピーを同封すること。 

 （2）参加料の納入 

    本連盟から送付の「払込取扱票」により指定口座へ振り込む。 

    指定ゆうちょ銀行口座  ００１８０－７－６６５２０４ 

      口 座 名   公益社団法人 全日本学生スキー連盟 

（3）領収書の発行 

    ゆうちょ銀行発行の『振替払込請求書兼受領書』を以って領収書とする。 

    本連盟発行の領収書を希望する場合は、予め金額および必要事項を記載した領収書及び 

    必要な切手を貼った返信用封筒を添えて本連盟宛送付する。 

 （4）エントリー期限 

    令和 3年 1月 8日（金）必着 期日を過ぎたものは申込を受け付けない。 

 （5）送付先 

    学連事務局 office@isj.gr.jp 

    件名に【インカレエントリー・大学名】と記載すること 

    紙のエントリーシート郵送の場合は従来通り 

〒164-0001 東京都中野区中野 3-32-6-105 

    全日本学生スキー連盟事務局    TEL:03-3384-7913  FAX:03-3384-7923 

 （6）その他 

    特に希望する場合は競技にエントリーする選手以外の部員名もプログラムに 

掲載することができる。 

    掲載を希望する大学スキー部は 学連 HP掲載のエントリーシートに必要事項を入力して 

申し込む。その際、競技にエントリーする選手との混同を避けるため「※」以下の注意書を 

厳守すること。 

 

5．宿泊申し込み 

  別紙「第 94回全日本学生スキー選手権大会宿泊要項」により鹿角市実行委員会事務局へ直接申し 

込む。なお、宿泊の問い合わせについても直接、鹿角市実行委員会事務局へ行うこと。 

 

6．連絡事項 

 （１）チームキャプテンミーティング 

    種目ごとに大会日程表掲載のとおり、本大会競技規程により行う。 

 （２）ドロー 

    アルペン・クロスカントリー・ジャンプ・コンバインドは、大会日程表に記載のとおり、 

    本大会競技規程により行う。 

 （３）学生運営委員会  大会日程表掲載のとおり 

mailto:office@isj.gr.jp


    アルパスアリーナ  令和 3年 2月 24日（水）14：00 

    各大学の運営委員は必ず出席のこと。 

 （４）配布物 

    a. プログラム 

      学生運営委員会終了後配布する（参加賞は今回から廃止）。 

    b. スタートリスト・ナンバーカード（ビブ） 

      チームキャプテンミーティングで発表。 

    c. 成績表 

      ・競技成績は地元のホームページ https:/ski-kazuno.com 及び本連盟ホームページ

http://www.isj.gr.jpに掲載。 

      ・「学生スキー年鑑」に掲載、各校に配布（令和 3 年 11月予定） 


