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第９6回 全日本学生スキー選手権大会
Intercollegiate　Skiing  Games  of  JapanIntercollegiate　Skiing  Games  of  JapanIntercollegiate　Skiing  Games  of  Japan

◎ 鹿角市実行委員会　事務局（鹿角市教育委員会  スポーツ振興課内) 

　　〒018-5292　秋田県鹿角市花輪字荒田4-1

　　　　　　　　 TEL：0186-30-0297　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 ＊後日、学連ＨＰ・ＦＢ等でお知らせします。 

　　　　　　　　（※開設期間は令和５年２月１３日～２７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 ＊後日、学連ＨＰ・ＦＢ等でお知らせします。 

　　　　　　　　（※開設予定期間は令和５年２月２１日～２６日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年度スポーツ庁補助事業

公益社団法人  全日本学生スキー連盟

一般社団法人  大学スポーツ協会

公益財団法人  全日本スキー連盟

第９６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、福島県スキー連盟

秋田県・秋田県教育委員会、鹿角市・鹿角市教育委員会

ＮＰＯ法人鹿角市スポーツ協会、かづのイベント誘致協議会

十和田八幡平観光物産協会、猪苗代町、㈱ＤＭＣaizu猪苗代スキー場

猪苗代町観光協会

令和５年２月２３日（木）～２月２６日（日）

《 令和５年２月３日（金）  スーパー大回転 》

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：猪苗代スキー場》

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
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■ 要項の続き 　（５）送付先
　　　　学連事務局　office@isj.gr.jp
　　　　メール件名に【インカレ参加登録・大学名】と記載すること
　　　　紙の参加登録シートを郵送する場合は、下記事務局宛に参加登録期限必着で送付する
　　　　〒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出場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掲載の参加登録シートに必要事項を入力して申し込む
　　　　その際、競技に出場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９６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（TCM）
　　　　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
　　　　アルパスアリーナ　令和５年２月２２日（水）１４：００
　　　　但し、アルペンの運営委員会は令和５年２月２１日（火）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
　　　　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５年１１月予定）

７. 個人情報及び肖像権等について
　　　本大会に出場する選手の氏名・所属大学名・肖像・映像等の情報については、大会プログラムへの掲
　　載（大会プログラムは、大会関係者以外に一般及びマスメディアに公開する）、会場内での成績表配布や
　　場内アナウンス等の大会の運営及び加盟団体や関係機関、マスメディア等の報道機関への情報提供、送
　　付（ホームページ掲載を含む）、本連盟の公式ホームページ、facebook等のSNSへの画像や映像の掲載
　　等の広報を目的としてのみ第三者に開示することがあります。本連盟登録選手は本大会の初日から２週
　　間前までに書面により開示を許諾しない範囲を特定した個別的な通知（但し本大会の運営に支障を及ぼ
　　すと本連盟が判断する場合には本大会への参加を認めないことがあります｡）を本連盟に行わない限り、
　　本大会において、本連盟が前記開示を行うことがあることにつきあらかじめ許諾を与えたものとみなし
　　ます。

８. 新型コロナウイルス感染症対策について
　　　新型コロナウイルスの感染拡大により本大会の開催を中止する場合があります。
　　　また、本要項に記載された事項は新型コロナウイルスの感染状況及び政府・自治体等からの要請によ
　　り追加変更される場合があります。
　　　新型コロナウイルス感染対策の詳細については、学連ＨＰに記載し随時更新しますので、本大会の直
　　前のみならず適宜必ず確認してください。
　　　本大会に参加する選手及び監督、応援その他関係者は、学連ないし政府・自治体等が求める新型コロ
　　ナウイルス感染対策に従っていただく必要があり、これに従わない場合には本大会への参加を禁止する
　　ことがあります。

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
　｢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クラシカル（ﾏｽ）・10Kmフリー・リレー（7.5Km×4）C▶C▶F▶F
　　　　　　　　　　男子2部　15Kmクラシカル（ﾏｽ）・10Kmフリー・リレー（5Km×3）C▶F▶F
　　　　　　　　　　男子3部　10Kmクラシカル（ﾏｽ）・ 5Kmフリー・リレー（5Km×3）F▶F▶F
　　　　　　　　　　女子1部　15Kmクラシカル（ﾏｽ）・ 5Kmフリー・リレー（5Km×3）C▶F▶F
　　　　　　　　　　女子2部　10Kmクラシカル（ﾏｽ）・ 5Kmフリー・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）
　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
　　　　　　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

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）新型コロナウイ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掲載の参加登録シート(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　※Excelシートの書式を崩さないように記載する
　　　　なお、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、従来通り紙の参加
　　　　登録シートでの郵送も可　※下記参加登録厳守
　　　　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）参加登録期限
　　　　令和５年１月６日（金）正午必着　期日を過ぎたものは申込を受け付けない　
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第第９９６６回回全全日日本本学学生生ススキキーー選選手手権権大大会会  宿宿泊泊要要項項 
 
１１  目目  的的 
  第９６回全日本学生スキー大会に参加する選手・監督、大会役員、報道関係者等（以下「大会参加者」という）の宿泊に関し、
必要な事項を定めるものとする。 

２２  基基本本方方針針 
  鹿角市実行委員会（以下「実行委員会」という）は、関係機関と緊密な連携のもとに、大会参加者の宿泊に万全を期するもの
とする。 

３３  業業務務のの実実施施 
  実行委員会は、選手、旅館組合等関係団体、宿泊施設等と連絡調整のうえ、大会参加者の宿舎の選定、確保を行い、宿泊先を
決定して通知するとともに、宿泊に関する紛議等が生じた場合は、斡旋・調停を行うものとする。 

４４  配配宿宿のの基基本本方方針針 
(1)大会参加者の宿舎は、原則として鹿角郡市内の旅館等（旅館業法の許可を受けて営業を行うホテル・旅館等をいう）を利用
することとし、実行委員会が指定するものとする。（宿泊申込時点で参加者がすでに宿舎を予約している場合であって、「宿
泊申込書」に宿舎名を記入している場合、配宿の参考とするが、異なる宿舎が指定されることもある。） 

(2)宿泊者 1人当たりの畳数は２．５畳以上とし、一つの宿舎に複数の学校が割り当てになることもある。 
(3)指定された宿舎の変更は、原則として認めないものとする。任意に変更したことによって生じた紛議及び損失は、変更した
者がその責任において行うものとする。 

５５  宿宿泊泊料料金金及及びび申申込込手手順順等等 
(1) 宿泊料金（消費税 10％）は、宿舎の設備等により宿泊料金が異なります。 
 

区    分 
 

宿泊料金 
 

 
選手・監督 

（コーチマネージャーを含む） 
 

 
（A)ビジネス旅館・民宿 １泊２食 

 
８，２００円（暖房料・奉仕料・消費税含む） 

 
（B)温泉旅館      １泊２食 

 
８，８００円（暖房料・奉仕料・消費税含む） 

 
（C)温泉旅館・ホテル  １泊２食 

 
９，４００円（暖房料・奉仕料・消費税含む） 

 
選手・監督・報道 等 

 

 
（D)ビジネスホテル     １泊朝食 
 

 
８，７５０円（暖房料・奉仕料・消費税含む） 
 

(2)希望区分及び手順 
 ①鹿角郡市内のホテル・旅館・民宿を希望する学校は、(A)～(C)から選択する。ただし、配宿により区分が変更となった場

合、その差額については参加者の負担とする。 
 ②個室を希望する学校は、（D)を選択する。ただし、希望数が多い場合は抽選とする。抽選が外れた場合は、(A)～(C)を再

選択するか、どうしても個室が必要な場合は近隣市町村のホテル等を各校で申し込むこととする。その際の料金、食事条件、
ワックスルームの有無等に関することは各校で交渉すること。 
※１校１名（男女各１名の場合も含む）の場合は、(D)を選択すること。 

(3)欠食については、原則認めない。 
(4)休憩料金は、入宿日の１５時以前及び出発日の１０時以降に客室を利用する場合、1 人につき１時間１５０円＋消費税とす
る。 

(5)宿泊料金等の精算は、宿泊者本人又は各学校の宿泊責任者が出発日に一括精算するものとする。 
６６  宿宿泊泊料料金金等等のの適適用用期期間間 

(1)宿泊料金の適用期間は、令和５年２月１９日（日）～２月２６日（日）とする。 
７７  宿宿泊泊申申込込みみににつついいてて 

(1) 申し込みは、所定の申込書により行うこととし、令和５年１月１３日（金）必着とする（ＦＡＸ・郵送・電子メール）。 
申込書は、学連ＨＰからダウンロード可。 
 
宿泊申込先 〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田 4-1 
                         鹿角市教育委員会 スポーツ振興課内 
              第 96回全日本学生スキー選手権大会 鹿角市実行委員会事務局 
              TEL  0186-30-0297  FAX 0186-22-0888 
                          E-mail  93kazuno@gmail.com 
 

(2)宿泊申込書が申込期限までに到着しない場合は、宿泊申し込みを受け付けず、宿泊に関する一切の責任は、実行委員会では
負わないこととする。 

(3)宿舎は実行委員会が指定した委託先が定め、宿泊決定通知書を２月上旬に各大学に送付する。 
８８  宿宿泊泊変変更更及及びび取取消消 

(1)宿泊の取消及び変更は、指定宿舎にＦＡＸか郵便で行うこととし、その場合、次の取消料を指定宿舎に支払うこととする。 
①宿泊予定日の３日前まで           無 料 
②宿泊予定日前日の正午まで       宿泊料金半額 
③宿泊予定日の前日の午後及び当日    宿泊料金全額 

(2)入宿後にあっては、宿泊責任者が直接当該宿舎へ前日正午までに申し出ること。 
９９  食食  事事 

(1)大会参加者に提供する食事は、衛生的で栄養的に調和がとれ、しかも秋田県、特に鹿角の郷土色を盛り込んだ献立とする。 
(2)昼食は自由調達とする。 

10  そそのの他他 
(1)貴重品は必ずフロントに預けるようにする。 
(2)火の元に注意し、災害にあった場合における避難口等の確認をしておくこと。 
(3)スキーの手入れは、指定された場所で行うこと。 
(4)宿舎に対する要望については、監督及び責任者を通じて実行委員会に申し入れること。 

A

B

C

D
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