令和２年度第５５回 群馬県中学校総合体育大会
第６８回群馬県中学校スキ－大会 要項(全体)
１．目

的

本大会は，中学生に広くスポーツ実施の機会を与え，心身ともに健全な中学生を育
成するとともに，スポーツ技術の向上及びスポーツの振興を図ることを目的とする。

２．主

催

群馬県中学校体育連盟 群馬県教育委員会 群馬県中学校長会
片品村教育委員会 草津町教育委員会 みなかみ町教育委員会

３．後

援

群馬県市町村教育委員会連絡協議会 （公財）群馬県スポーツ協会 群馬県スキ－連盟
片品村 みなかみ町 草津町 上毛新聞社 群馬テレビ 株式会社エフエム群馬
片品中学校ＰＴＡ 草津中学校ＰＴＡ 藤原中学校ＰＴＡ

４．期

日

アルペン
クロスカントリー
ジャンプ・コンバインド

令和３年
令和３年
令和３年

５．開 催 地

アルペン
クロスカントリー
ジャンプ・コンバインド

利根郡片品村
ホワイトワールド尾瀬岩鞍スキー場
利根郡みなかみ町 水上高原ホテル２００ＣＣ（こぶしコース）
吾妻郡草津町
草津音楽の森ＣＣ 他

６．実施要項

１月１１日（月）～１月１３日（水）
１月１１日（月）～１月１３日（水）
１月１１日（月）～１月１３日（水）

(１)競技規則は全日本スキ－連盟最新版による。本大会要項に定めるものを優先する。
(２)学校得点は，１位６点，２位５点・・・６位１点とする。
(３)日程および競技規則の詳細については，スキ－運営委員会で協議する。
(４)別途，競技ごとの実施要項を設ける。

７．出場資格と出場制限
(１)群馬県中学校体育連盟に加盟した学校に在籍するか，学校教育法１３４条の学校
に在籍し，群馬県中学校体育連盟が参加を認めた生徒で，当該中学校長の参加許
可を得た生徒であること。
(２)各校の出場人数の制限はしない。
(３)引率，監督は出場校の校長・教員とする。
(４)参加校１校１名の競技役員を全日必ずつけること。（当日競技役員のない学校は，
参加できない）
(５)コ－チは当該校の校長が認めた者とする。
８．表

９．参加費
10．その他

彰

＜個人＞
・１～６位まで賞状，３位までメダル
＜団体＞
・男子総合：１～３位まで賞状 優勝校には優勝旗
・女子総合：１～３位まで賞状 優勝校には優勝旗
※総合得点が同点の場合は，上位入賞者の多い学校を上位とする。
一人につき３００円の参加費を大会受付時に納入する。
(１)本大会の成績によって，第５８回全国中学校スキ－大会の選手選考をする。
［第５８回全国中学校スキ－大会の出場枠］
・アルペン
－ 男子回転(７)，男子大回転(５)
女子回転(５)，女子大回転(４)
・クロスカントリ－ － 男子５kmクラシカル(６)，男子５kmフリー(６)
女子３kmクラシカル(６)，女子３kmフリー(６)
・ジャンプ
－ 男子スペシャルジャンプ(５)，コンバインド (５)
女子スペシャルジャンプ（５）
(２)大会中の事故等に関しては応急処置のみを行うので，各自適切な保険に入ってお
くこと。
(３)雪不足等，大会を実施できない場合の全国中学校スキー大会の選考はスキ－運営
委員と関係者で協議する。
(４)代表者会議にて詳細を協議する。
(５)大会2週間前から健康観察を行い受付時に事務局へ提出すること。
・会議予定 期日 令和２年１１月１９日(木)１５：００～（１３：３０～運営委員会）
場所 ALSOKぐんま県総合スポーツセンター３階 第１研修室

＊大会期日，会場等の変更もあり得るので，必ず代表者会議に出席し確認のこと。

(６)大会の運営に関する詳細は，事務局校を中心にスキ－運営委員で協議し決定する。

令和２年度 第５５回群馬県中学校総合体育大会
第６８回群馬県中学校スキ－大会 要項(アルペン)
１．主

管

片品村教育委員会

２．期

日

令和３年 １月１１日（月）～１３日（水）

３．場

所

４．実施要項

片品中学校

群馬県中体連スキー競技部

利根郡片品村土出2609
ホワイトワールド尾瀬岩鞍
TEL 0278-58-7777
（１）競技種目
男子
回転・大回転 ／ 女子
回転・大回転
（２）競技日程
１月１１日（月）

・１５：３０
・１６：００

審判講習
監督会議

１月１２日（火）

・

９：００

大回転［女子

男子］

１月１３日（水）

・

９：００

回

男子］

・競技終了後

［競技役員］ 開会式

転［女子

全中会議

閉会式

中止

中止

（３）競技規則
ア）大回転競技はヘルメットを必ず着用する。
イ）大回転・回転競技ともスキ－ブレ－キを必ずつける。
ウ）回転・大回転とも２本制とする。
５．事務局

開催地中学校に置く。

６．申し込み

・規定の申し込み用紙（種目別一覧のみ）に記入の上，下記まで申し込む。
［群馬県中学校各競技大会要項Ｒ２～を参照］
〒378-0415 利根郡片品村鎌田４４８０ 片品村立片品中学校
第５５回群馬県中学校総合体育大会スキ－大会 事務局
℡ ０２７８－５８－２０１９
Fax ０２７８－５８－２０７９
e-mail katachu@katashina-j.ed.jp
・申し込み締め切り 令和２年１２月１１日(金)必着 厳守

７．参加費

一人につき３００円の参加費を、受付時に納入する。

８．その他

（１）競技役員の先生方は当日，防寒着及びスキーのできる用意をしてください。
（２）引率教員と競技役員は同一の先生でも別の先生でも結構です。
（３）どちらかの競技のみの参加でも競技役員は全日お願いします。
（４）細かい日程等に関して，監督会議で連絡。監督会議には顧問は必ず出席する
こと。
（５）全体要項も参照のこと。
(６) 大会2週間前から健康観察を行い受付時に事務局へ提出すること。

令和２年度 第５５回群馬県中学校総合体育大会
第６８回群馬県中学校スキー大会要項（クロスカントリー）
１．主

管

藤原中学校 水上スキークラブ

２．期

日

令和３年 １月１１日（月）～１３日（水）

３．場

所

利根郡みなかみ町藤原6152-1
水上高原ホテル２００ こぶしコース
℡0278-75-2222
(1)競技種目
男子 クラシカル（５㎞）・フリー（５㎞）
女子 クラシカル（３㎞）・フリー（３㎞）
(2)競技日程

４．実施要項

１月１１日(月)

群馬県中体連スキー競技部

・１０：００

役員集合

日帰りスキー
センター

・１４：１５

監督会議

藤原中学校
開会式中止

１月１２日(火)

・１０：００

クロスカントリー フリー
［女子３㎞ 男子５㎞］
※女子は３ｋｍをコース１周、男子は２周で行う。

水上高原
ホテル２００ＣＣ
（こぶしコース）

１月１３日(水)

・１０：００

水上高原
ホテル２００ＣＣ
（こぶしコース）

クロスカントリークラシカル
［女子３㎞ 男子５㎞］
※女子は３ｋｍをコース１周、男子は２周で行う。
・１４：００～ 賞状受け渡し

藤原中学校

(3)競技規則
クロスカントリーリレーは，男女ともにフリーの記録を採用し、リレー競技とする。
５．事務局

みなかみ町立藤原中学校に置く。

６．申し込み

・規定の申し込み用紙（種目別一覧，
［令和２年度群馬県中学校各競技大会要項］
に記入の上，下記まで申し込む。
2379-1721 利根郡みなかみ町藤原３４９１
みなかみ町立藤原中学校
第５５回群馬県中学校総合体育大会スキー大会 事務局
TEL ０２７８－７５－２１０３
FAX ０２７８－７５－２４７２
e-mail fujiwara-jhs＠edu.town.minakami.gunma.jp
・申し込み締め切り 令和２年１２月１８日(金)必着 厳守
＊申し込み期日を過ぎたもの，申し込みに不備のあるものは，一切認めない。

７．参加費

一人につき３００円の参加費を、大会受付時に納入する。

８．その他

全体要項も参照のこと。
大会2週間前から健康観察を行い受付時に事務局へ提出すること。

令和２年度 第５５回群馬県中学校総合体育大会
第６８回群馬県中学校スキ－大会
１．主

管

草津中学校 草津スキ－クラブ

２．期

日

令和３年 １月１３日（水）

要項

（ジャンプ）

草津音楽の森ＣＣ

群馬県中体連スキー競技部

３．開 催 地

吾妻郡草津町

他

４．実施要項

(１)競技種目
男女共通 スペシャルジャンプ
男女共通 コンバインド
(２)競技日程
１月１３日（金） ・ ９：００ 競技開始式［監督会議］
音楽の森
・１０：００ コンバインドクロスカントリ－ クロスカントリーコース
・競技終了後 競技終了式
(３)競技規則
○ジャンプ競技はヘルメットを必ず着用する。
○コンバインドクロスカントリーは５㎞（フリー）とする。
○ミディアムヒルのジャンプ台が県内にないため，他県で行なわれるジャンプ大
会の成績をスペシャルジャンプ及びコンバインドジャンプの記録にする。

５．事 務 局

草津町立草津中学校に置く。

６．申し込み

・規定の申し込み用紙に記入の上，下記まで申し込む。
［群馬県中学校各競技大会要項令和２年度～を参照］
〒377-1711
吾妻郡草津町４６４－２７ 草津町立草津中学校
第５５回群馬県中学校総合体育大会スキ－大会 事務局
Tel ０２７９－８８－２２２７
Fax ０２７９－８８－２２３０
・申し込み締め切り 令和２年１２月１８日(金) 必着

７．参加費

一人につき３００円の参加費を、プログラム編成会議時に納入する。

８．そ の 他

(１)雪不足等大会を実施できない場合は，サマ－ジャンプ等の成績により全国中学
校スキー大会の選考をする。
(２)全体要項も参照のこと。
(３)大会2週間前から健康観察を行い受付時に事務局へ提出すること。

