
JOC ジュニアオリンピックカップ 2021 全日本ジュニアスキー選手権大会
兼 全日本中学生選抜スキー大会（ノルディック種目）要項【２月１日変更】

１ 主 催 （公財）全日本スキー連盟

２ 共 催 名寄市、名寄市教育委員会、Ｎスポーツコミッション、名寄地方スキー連盟

３ 主 管 全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会

４ 後 援 （公財）日本オリンピック委員会、（公財）日本スポーツ協会、北海道、北海道教育委員会

（公財）北海道スポーツ協会、（一財）名寄市体育協会

５ 協 力 陸上自衛隊名寄駐屯地、北星信用金庫

６ 会 期 令和 3年 3月 12 日（金）～3月 15 日（月）

７ 会 場 北海道名寄市 なよろ健康の森クロスカントリーコース、名寄市ピヤシリシャンツェ

８ 実施要項

（１）競技種目【中高生】 男 子 クロスカントリー クラシカル 10km、フリー10km

スペシャルジャンプ ヒルサイズ 100m（K=90m）

コンバインド ヒルサイズ 100m（K=90m）、フリー10km

女 子 クロスカントリー クラシカル 5km、フリー 5km

スペシャルジャンプ ヒルサイズ 100m（K=90m）

コンバインド ヒルサイズ 100m（K=90m）、フリー5km

【中学生のみ】 男 子 クロスカントリー リレー（4×5km：1.2 走クラシカル、3.4 走フリー）

女 子 クロスカントリー リレー（4×2.5km：1.2 走クラシカル、3.4 走フリー）

（２）日 程

※ただし、TCM で競技開始時間の変更もある。

（３）競技方法 全日本スキー連盟競技規則（最新版）による。ただし、本要項に定めたものを優先する。

（４）組 別 中学生組 平成 17 年 4月 2日から平成 20 年 4月 1日までに生まれた者

高校生組 平成 14 年 4月 2日から平成 17 年 4月 1日までに生まれた者

（５）出場資格 ＳＡＪ競技者管理登録を申込締切までに完了し、次の①～⑥のいずれかに該当していること。

★未登録者は大会に出場できません。

①2021 国民体育大会（冬季）少年組、男女 20 位までの者（個人種目に限る）【キャンセル】

②2021 全国中学校スキー大会男子 30 位、女子 30 位までの者（個人種目に限る）【キャンセル】

③2021 全国高等学校スキー大会各種目ごと男子 30 位、女子 30 位までの者（個人種目に限る）

★ただし、クロスカントリー種目については、クラシカル、フリーどちらかで資格を取得した者は両種目

に出場できるものとする。

期 日 開始時間 種 目 会 場

3 月 12 日

（金）

7:30

8:00

8:30

13:00

スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング受付

スペシャルジャンプ TCM・コンバインド TCM

スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング

クロスカントリーTCM

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市民文化センター

多目的ホール

3 月 13 日

（土）

7:00

8:00

8:30

競技終了後

引き続き

7:30

9:30

スペシャルジャンプ受付

スペシャルジャンプ試技開始

スペシャルシャンプ競技開始

コンバインドジャンプ公式練習

コンバインドジャンプ予備ラウンド

クロスカントリー クラシカル受付

クロスカントリー 男子 10km、女子 5km クラシカル

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

3 月 14 日

（日）

7:00

8:00

8:30

7:30

9:30

12:30

13:30

コンバインド競技受付

コンバインドジャンプ試技開始

コンバインドジャンプ競技開始

クロスカントリー フリー受付

クロスカントリー 男子 10km、女子 5km フリー

コンバインドクロスカントリーコースオープン

コンバインドクロスカントリー競技開始

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

名寄市ピヤシリシャンツェ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

3 月 15 日

（月）

7:30

9:30

クロスカントリー リレー受付

クロスカントリー リレー

男子（4×5km：1.2 走クラシカル、3.4 走フリー）

女子（4×2.5km：1.2 走クラシカル、3.4 走フリー）

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

なよろ健康の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ



④都道府県スキー連盟会長推薦

上記③以外に次のとおり出場させることができる。

クロスカントリー

【中学生】各組男子 15 名、女子 12 名を出場させることができる。

【高校生】各組男子 10 名、女子 8名を出場させることができる。

スペシャルジャンプ・コンバインド

【中学生】各組男子 10 名、女子 7名を出場させることができる。

【高校生】各組男子 10 名、女子 5名を出場させることができる。

⑤特別出場枠

ＳＡＪ強化指定選手、ジュニア強化指定選手の出場を認める。

★ジャンプ競技について、スペシャルジャンプ、コンバインドのどちらかで指定を受けている者は、両

種目に出場できるものとする。

⑥開催都道府県出場枠

開催都道府県には、高校生（男子 10 名、女子 5名）・中学生（男子 15 名、女子 10 名）を出場させるこ

とができる。

クロスカントリーリレー競技

①本大会の個人競技にエントリーした中学生のみ出場することができる。

②チームは都道府県単位とし、学校は同一校に限らない。また、複数のチームを出場させることができる。

（６）抽選方法 クロスカントリー

①SAJ 競技規則に準じて最新のポイントリストによって行う。

②ポイントを持たない選手のドローは SAJ 競技規則のとおり「ノーポイントグループドロー」を行う。

スペシャルジャンプ

①SAJ 競技規則に準じて本大会の申し込み締切日のポイントリストによって行う。

②ポイントを持たない選手のドローは、各都道府県ランキングに基づくグループ分けを行い、グループ内

でドローを行う。

コンバインド

①各都道府県ランキングに基づくグループ分けを行い、グループ内でドローを行う。

（７）監督・コーチ用ビブスについて

新型コロナウイルス感染症対策により、監督・コーチ等が会場及びコースに入場できる人数を制限させていただきます。

入場には大会事務局が交付するビブスを着用することとし、ビブスによって進入できる範囲が異なります。

なお、配布枚数は次のとおりとさせていただきます。

クロスカントリー

スペシャルジャンプ・コンバインド

（８）ビブス及び駐車券の配布について

クロスカントリー 3 月 12 日（金）TCM 終了後に TCM 会場内で配布する。

スペシャルジャンプ・コンバインド 3 月 12 日（金）スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング受付時に配布する。

９ 申込方法

（１）申込書類（申込個票、種目別申込一覧表）により各都道府県単位で申し込むこと。

（個人による推薦申込は一切受け付けない。）

（２）スペシャルジャンプ及びコンバインド競技は、中学・高校合わせたランキングを記入のこと。

（３）クロスカントリーリレー競技の申し込みは出場チーム数のみとする。オーダー用紙については TCM で配布する。

配布されたオーダー用紙は３月 14 日（日）15 時までにクロスカントリー会場内受付場所に提出すること。

（４）申込書類のデータは大会ホームページからダウンロード可。

進入可能エリア 配布枚数

全エリア 各学校２枚 ＋ １～９人１枚、１０人以上２枚

進入可能エリア 配布枚数

スタートエリア＋コース 各学校１枚

コース １～５人１枚、６人～９人２枚、１０人以上３枚



10 申込締切

（１）①種目別申込一覧表を大会事務局メールアドレスに添付すること。（令和 3年 2月 17 日（水）午後 5時必着）

②種目別申込一覧表、申込(個票)を大会事務局へ郵送すること。（令和 3年 2月 22 日（月）必着）

国体少年組で出場資格を得た者は、FAX での申込みも認める。その場合別途、口座振込にて参加料を納入すること。

（２）申込先 〒096－0023 名寄市西 13 条南 4丁目 2番地 名寄市民文化センター内

全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会事務局宛

TEL：01654－2－2218 FAX：01654－2－2356

Email：ny-juniorski@city.nayoro.lg.jp

11 参 加 料

（１）参加料は 1人 1種目 4,000 円、リレーは１チーム 12,000 円とし、申込時は都道府県単位で口座振込で送金すること。

振込口座 （北星信用金庫 ふれあい支店 普通 ００７５９９２）

（全日本ジュニアスキー選手権大会実行委員会 事務局長 松澤 大介）

（ｾﾞﾝﾆﾎﾝｼﾞﾕﾆｱｽｷｰｾﾝｼﾕｹﾝﾀｲｶｲｼﾞﾂｺｳｲｲﾝｶｲ ｼﾞﾑｷﾖｸﾁﾖｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ）

（２）参加料はいかなる場合（新型コロナウイルス感染症関連により出場を認められなかった場合含む）でも返金いたしません。

（３）領収書は、学校単位（リレーはチーム単位）でクロスカントリー、ジャンプ種目別に男女合計金額で発行し、ビブス配布時

に各県分まとめて配布する。別途必要な場合は申出ること。

12 宿 泊

（１）宿泊施設は各自で手配すること。

※本大会は市内の宿泊施設にもご協力をいただいて運営されているため、市内施設の利用にご協力ください。

13 抽 選

クロスカントリー 令和 3年 3月 11 日（木）に大会事務局にて行う。

ジャンプ・コンバインド 各競技の TD が指定する日に大会事務局にて行う。

14 表 彰

（１）ジュニアオリンピックカップ 各種目とも中学・高校を通して男女 10 位まで表彰する。

（２）ジュニアオリンピックカップ 各競技の最優秀選手男女各 1名にカップを授与する。

（３）ジュニア選手権大会 各種目とも中学・高校を通して男女 10 位まで表彰する。

（４）中学生選抜大会 各種目（リレー競技除く）とも 1年生から 3年生まで学年別に男女 6位まで表彰する。

（５）中学生選抜大会 リレー競技 男女それぞれ 6位まで表彰する。

（６）表彰式は競技終了後、各会場にて行う。

15 新型コロナウイルス感染症拡大予防について

（１）参加選手及び監督・コーチ・帯同者は、別紙「新型コロナウイルス感染症関連問診票」を次の指定する日に必ず提出し

てください。

【体調チェック票】は問診票提出時に交付しますので、各競技受付時に提出してください。

また、「新型コロナウイルス感染症関連問診票」及び【体調チェック票】は監督・コーチ・代表者がチーム分をまとめて

提出してください。※「新型コロナウイルス感染症関連問診票」のデータは大会ホームページでダウンロード可。

「新型コロナウイルス感染症関連問診票」の提出日

スペシャルジャンプ競技 ３月 12 日（金） スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング受付時

コンバインド競技 ３月 12 日（金） スペシャルジャンプオフィシャルトレーニング受付時

※スペシャルジャンプ競技に出場する場合は１枚でよい。

※３月 12 日（金）に提出が出来ない場合は事前に大会事務局に申し出てください。

クロスカントリー競技 ３月 12 日（金） クロスカントリーTCM

（２）別紙「新型コロナウイルス感染症関連問診票」を提出しない場合や同問診票【重要】Ａに記載されている事項に該当する

者は大会出場を認めません。

（３）選手は競技中・ウォーミングアップ・クールダウン時を除いて、常時マスクを着用してください。

（４）監督・コーチは常時マスクを着用してください。

（５）こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。

（６）他の参加者、競技役員等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保してください。

（７）大会中に大きな声で会話、応援等はしないでください。

（８）選手・監督・コーチは各会場の管理棟内のトイレを使用せずに、屋外設置のトイレを使用してください。

mailto:ny-juniorski@city.nayoro.lg.jp


（９）各競技会場のワックスルームの使用は禁止とします。ワックス等のスキー手入れは各チームでテントを設置して行うか、

屋外で行ってください。

（10）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、速やかに大会事務局に濃厚接触者の有無等につい

て報告してください。

（11）大会前後のミーティングやコーチボックス等においても、可能な限り密を避けてください。

（12）着替えは可能な限り大会事務局で設置する屋外テント及び自チーム車両等でお願いします。

（13）本大会は無観客とする場合があります。一度、２月中旬に判断を行いますので大会ホームページでご確認ください。

なお、判断後においても感染状況を鑑み、変更する場合もあります。また、観戦エリアを設置するなど制限を設ける

場合もありますのでご理解ください。

（14）その他、主催者が指示した感染対策については指示に従い、遵守してください。

16 そ の 他

（１）出場選手は必ず傷害保険に加入すること。

（２）選手が競技中に傷害を受けた場合については応急手当のみを行う。それ以後の責任は負わない。

（３）健康保険証を持参すること。

（４）例年クロスカントリー会場で各チーム共用テントを無料で設置をしていましたが、大会事務局で使用者の把握を行うこと

が困難など新型コロナウイルス感染症対策を十分に行えないことから、今年度は設置しないこととしましたのでご理解く

ださい。なお、レンタル業者をご紹介致しますのでテントは各チームでご用意をお願いします。レンタルの詳細について

は、業者へお問い合わせください。

【 株式会社道北テント TEL：０１６５４－２－３３１１ 】

【大会ホームページ】 https://nayorosports.com/competition/juniorolympiccups2021ski/
『なよろスポーツなび』


