
 

開催要項 

【3 月延期】 

The 100th All Japan Ski Championship Cross-Country 

天皇杯第１００回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技  

（リレー・ディスタンス種目） 

                          朱色・変更部分 緑色・追加部分 
１． 主  催 公益財団法人全日本スキー連盟 

２． 主  管 公益財団法人長野県スキー連盟、一般社団法人白馬村スキークラブ 

３． 公  認 国際スキー連盟、公益財団法人全日本スキー連盟 

４． 支  援 陸上自衛隊松本駐屯地 

５． 後  援 長野県、長野県教育委員会、白馬村、白馬村教育委員会、白馬さのさか観光協会 

６． 期  間 ２０２２年３月１５日（火）～３月１８日（金） 

７． 開 催 地 長野県北安曇郡白馬村神城 白馬クロスカントリー競技場（スノーハープ） 

８． 競技種目 男子クロスカントリー： 15km（C）10km（F）インターバル・スタート リレー10km×4名  

女子クロスカントリー： 10km（C） 5km（F）インターバル・スタート リレー 5km×3名 

                     ※（C）＝クラシカル、（F）＝フリー 

９． 競技日程及び会場 

期  日 開始時間 種     目 会  場 

2022/3/14（月） 9:00 コースオープン スノーハープ 

2022/3/15（火） 9:00 

11:00 

コースオープン 

組織委員会 

スノーハープ 

スノーハープ２階会議室 

2022/3/16（水） 9:00 

11:00 

女子 10km（C）インターバル・スタート 【FISポイントレース】 

男子 15Km（C）インターバル・スタート 【FISポイントレース】 

スノーハープ 

〃 

2022/3/17（木） 9:00 

11:00 

12:00 

女子  5km（F）インターバル・スタート 【FISポイントレース】 

男子 10Km（F）インターバル・スタート 【FISポイントレース】 

リレーオーダー用紙提出締切 

スノーハープ 

〃 

スノーハープ2階 

2022/3/18（金） 9:00 

11:00 

女子 リレー 5km×3名  1 走 （C）2・3走（F） 

男子 リレー10Km×4名 1・2走（C）3・4走（F） 

スノーハープ 

〃 

                ※ドローについてはジュリーメンバー立会いの下事前に行う。 

                ※TCMは行わない。 

大会資料については公式掲示板及びHPに事前掲載し、所定の様式にて14日12:00まで質問を受け付ける。 

                 最新の情報は白馬村スキークラブHP【 http://www.hakuba.gr.jp 】より随時確認をお願いします。 

※3/14（月）より本大会のコースオープン（公式練習）とし、大会参加者の会場使用料は徴収しない。 

※来会時に各チーム毎、チーム関係者名簿および体調管理表及び同意書を提出し、選手にはトレーニングビブ各1枚、チ

ーム関係者には最大 5 枚までベストを配布します。会場内では、ビブ又はベストを常に着用してください。（無い場合

はテントエリア及びコースに入れません。） 

10．競技規則   公益財団法人全日本スキー連盟競技規則最新版による。 

11．参加資格  「100回全日本スキー選手権大会（クロスカントリー種目）加盟団体出場枠」の通り。ただし、3/17（木）の男子10ｋｍ（Ｆ）

及び女子 5ｋｍ（Ｆ）の参加資格については、「Ⅰ、実績枠＝前年度の実績による出場人数」は適用しないことと、「Ⅱ、ポ

イント枠＝SAJ ポイント（総合ポイントリスト No.１）による出場資格」は男子は 61.98（高校生以下は 90.91）以内、女

子は126.10（高校生以下は143.51）以内とする。 

12．申込方法    各都道府県・学連で取りまとめて電子メールにて申込むこととし、個別のエントリーは受け付けない。 

          ※電子メール送信後、電話にて確認をお願いします。（0261-71-1170） 

（1）申込締切 2022年３月3日（木） 17:00必着 

                ※3月9日（水）12:00迄にエントリー一覧をHPに掲載しますので、11日（金）12:00迄に確認をする事。 

        （2）申 込 先  (一社)白馬村スキークラブ内 第100回全日本スキー選手権大会事務局（9:00〜17:00） 

                【E-mail】  hakuba.sh.cross@gmail.com（大会特設アドレスになります） 

                【HP】    http://www.hakuba.gr.jp/   （エントリーフォーム・資料） 

        （3）申込様式  白馬村スキークラブのホームページ掲載の様式に必要事項を入力し、電子メールで送信する事。 

（※FIS登録競技者は、FIS登録コード番号及びSAJ登録コード番号を記載のこと。） 

※予選会のプログラム及び公式成績表を添付すること。 

※学連で出場権を得たものは、各都道府県スキー連盟において重複の申込をしないこと。（付則第1条参照） 

        （4）参 加 料  個人（1種目につき）5,000円  リレー（１チーム）女子15,000円 男子20,000円 

参加料は申込時に下記の口座に振り込むこと。尚、いかなる場合も返金はしない。 

振込先： 【大北農業協同組合 白馬支所 普通 0035080】 

                     【シヤ）ハクバムラスキークラブ】 



        （5）傷害保険  SAJスキー安全会及びスポーツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険に加入していない者は出場することが 

                出来ない。（傷害保険は、各都道府県スキー連盟予選会前には既に加入していることを義務付けているので 

                本大会では新たな加入手続きは一切しない。） 

 

13．抽  選      各競技とも、ジュリー立会いの下、スノーハープにて事前に行う。 

14．表  彰      リレー種目男子優勝チームには「天皇杯」、女子優勝チームには「会長杯」が贈られます。 

各種目とも、1位～6位までを表彰する。 

表彰式は、競技終了後に現地会場で行う。 

15. ドーピング （1）本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象大会です。 

               （2）本競技会参加者（18歳未満の競技者を含む。以下同じ）は、競技会にエントリーした時点で 

日本アンチ・ドーピング規程にしたがい、ドーピング・コントロール手続の対象となることに 

同意したものとみなします。18歳未満の競技者については、本競技会への参加により親権者の 

同意を得たものとみなします。 

               （3）本競技会に参加する18歳未満の競技者は、親権者の署名した同意書を大会に持参し携帯して下さい。 

親権者の同意書フォームは、日本アンチ・ドーピング機構（JADA)のウェブサイト、 

【https://www.playtruejapan.org/jada/u18.html】からダウンロードできます。 

18歳未満の競技者はドーピング検査の対象となった際に、親権者の署名が記載された当該同意書を、 

担当検査員に提出して下さい。なお、親権者の同意書の提出は18歳未満時に1回のみで、 

当該同意書の提出後に再びドーピング検査の対象となった場合は、すでに提出済みであることを 

ドーピング検査時に申し出て下さい。ドーピング検査会場において親権者の同意書の提出ができない場合、 

検査後7日以内にJADA事務局へ郵送にて提出して下さい。親権者の同意書の提出がなかった場合でも、 

ドーピング・コントロール手続に一切影響がないものとします。 

               （4）本競技会参加者は、本競技会において行われるドーピング検査（尿・血液等検体の種類を問わず）を 

拒否又は回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等個人的諸事情により 

ドーピング検査手続を完了することができなかった場合等は、アンチ・ドーピング規則違反となる 

可能性があります。アンチ・ドーピング規則違反と判断された場合には、 

日本アンチ・ドーピング規程に基づき制裁等を受けることになるので留意して下さい。 

               （5）競技会・競技会外検査問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、 

競技/運動終了後2時間の安静が必要となるので留意して下さい。 

               （6）日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、 

公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認して下さい。 

15．そ の 他 （1） 申込む選手は、必ずSAJ会員登録および競技者登録を完了していること。 

（2） 気象条件や出場人数によって、競技開始時刻及びコースを変更することもある。 

（3） ワックスルームについては、SAJオフィシャルサプライヤーにのみ開放し、各チームへの開放はしません。 

   各チームにてテント等の用意をお願いします。 

（4） 取得した個人情報は、本大会運営に関する業務以外には使用いたしません。 

（5） 宿泊については、別紙「宿泊要項」の通りとし、常宿や宿泊先が決まっている場合も「宿泊申込書」により 

必ず「白馬さのさか観光協会」を通して申込むこと。 

（6） その他大会の最新の情報は随時白馬村スキークラブHP【http://www.hakuba.gr.jp/】 よりご確認願います。 

（7） 会場での様子はインターネット上にて掲載・配信される事があります。来場者には承諾いただいたものとします。 

   大会の様子は、Instagramアカウント【hakubasnow100】にてLive配信を予定しています。 

（8）会場内アナウンスで紹介する選手の皆さんのコメントを募集します。 

   Googleフォーム【https://forms.gle/9851U7MAnb6eoQWA9】より、3月11日（金）までに送信をお願いします。 

（9）会場内アナウンスで紹介する選手達に向けての応援メッセージを募集します。 

   Twitterにて、「#第100回全日本クロスカントリー大会応援」をつけて投稿ください。 

16．新型コロナウイルス感染症防止対策について 

        長野県のイベント開催ガイドラインに従い、長野県からの中止の要請や指導、国内の状況及び近隣地域の感染状況により 

やむを得ず大会内容の変更や、中止とする場合もある。 

大会期間中に、感染症の疑いや陽性者が出た場合には、大町保健所の指示に従っていただきます。 

SAJ競技会ガイドライン「http://www.ski-japan.or.jp/general/35824/」沿って行う。 

応援者を含む全ての人が来場初日には２週間の体調管理表及び同意書を提出し、翌日以降は来場当日の 

体調管理チェックシートを都度提出する事。 

応援者の会場への入場規制範囲については直前の感染状況をみて判断する。 

        以下の点について各チームにて徹底をお願いします。 

① 以下に該当する場合は参加できません。 



・体調がよくない場合（例：発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、息苦しさ、嗅覚・味覚の異常など） 

         ・同居家族や生活を共にした人に感染が疑われる者がいる場合 

        ②マスクの着用（関係者全員マスクを着用、選手もスキーを履いていない場合は着用すること） 

        ③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

        ④選手、競技役員との距離をできるだけ２mを目安に確保すること。 

        ⑤大きな声での会話、応援等をしないこと。 

        ⑥大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、 

         事務局へ速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

        ⑦会場へ入場される全てに方は別紙の体調管理チェックシートを大会当日提出してください。 

        ⑧ゴミは各自持ち帰ること。 

        海外からの帰国後の参加について 

① 選手・コーチは参加するレースの14日前までに帰国をしていること。 

② 出場レース30日以内に海外より帰国する場合は、入国日をエントリーフォームに記載する事。 

17．問い合せ  (一社)白馬村スキークラブ内 第100回全日本スキー選手権大会事務局（9:00〜17:00） 

                【E-mail】  hakuba.sh.cross@gmail.com 

                【HP】     http://www.hakuba.gr.jp/ （エントリーフォーム・資料） 

                【TEL】   0261‐71‐1170   【FAX】 0261‐71‐1171 

 

 

 



〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城458-142 

白馬さのさか観光協会  

「第100回全日本スキー選手権（クロスカントリー競技）」宿泊事務局 

◆TEL：0261-75-2811 ◆FAX:0261-75-2938 
Mail:sano-ski@crest.ocn.ne.jp 
URL：http://ww.hakubasanosaka.com

第１００回全日本スキー選手権大会（クロスカントリー競技）宿泊要項

大会期間：2022 年 3 月 15 日（火）～18 日（金） 
１ 宿泊料金等

  宿泊料金、料金の精算及び適用期間等は次のとおりとする。

（1）宿泊 
宿泊とは、入宿日の１５時以降出発日の１０時までの客室の使用をいうものとし、原則と

して１泊２食とする。

（2）宿泊料金 
【一 般】：１泊２食で ９、０００円（消費税込み） とする。

上宿泊料金には、暖房料、奉仕料及び消費税を含むものとする。（浴衣なし）

（3）宿泊料金等の精算 
宿泊料金等は、宿泊者本人又はチーム・団体等の宿泊申込責任者（以下「宿泊申込責任者」

という。）が、宿舎に直接支払うものとする。

（4）宿泊料金の適用期間 
上記宿泊料金の適用期間は、各々の大会での宿泊開始日から終了日までとする。

２ 宿泊の申込み

※この大会の参加者は、白馬さのさか観光協会を通じて必ず宿泊することとする。

宿泊の申込みは、所定の宿泊申込書にて宿泊申込責任者が次により行うものとする。

宿泊申込期限…2022 年３月 3 日（金）  
  ★宿泊申込責任者は、白馬さのさか観光協会を通じて申込みをすることとする。

★宿泊申し込み締切日後、速やかに配宿することとする。（宿泊申し込み終了後に配宿）

   宿泊申込先 

３ 宿泊取消料

  宿泊を取り消した場合の取消料は次のとおりとし、宿泊申込責任者が当該宿舎へ直接支払うも

のとする。

  【１泊目…入宿前】

● 宿泊予定２日前まで→宿泊取消料０円 ●宿泊予定前日の正午まで→宿泊料金半額

上記以降 宿泊料金全額

【２泊目以降…連泊の場合】

● 前日の１８時まで→宿泊取消料０円 左記以降 宿泊料金全額

４ 宿舎の決定通知

申込期限内に到着した申込みについては、白馬さのさか観光協会で調整の上配宿し、宿泊申込

連絡責任者に通知するものとする。

５ 宿泊の変更及び取り消し

  宿泊人数等の変更及び取り消しについては、宿泊申込責任者が決定した宿舎に直接連絡するも

のとし、原則としてメールまたは FAX によるものとする。 
６ 昼食

  競技日の昼食（弁当）斡旋（１個８００円（お茶付き、消費税込み））を希望する場合は、  

宿舎を通じて前日の１０時までに申し込むものとする。

７ スキーの手入れ

  ワクシング等スキーの手入れは、宿舎の指示に従い指定された場所で行うとともに、火気や電

気の取り扱いに十分注意すること。
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