
第50回記念・全国学生岩岳スキー大会開催要項
主　　催：	（一社）白馬村スキークラブ
主　　管：	 岩岳観光協会　白馬・岩岳スキースクール
後　　援：	 白馬村　（公社）全日本学生スキー連盟　（公財）長野県スキー連盟　読売新聞社　日本テレビ放送網（株）
	 （株）芸文社　（株）テレビ信州　（株）岩岳リゾート

アルペン競技の部
1. 会期競技日程 〜スピード系〜

2023 年 2月19日（日）〜22日（水）
【男子】 【女子】

19日
10:00 〜 12:00	 受付
12:00 〜	 コースオープン予定
15:00 〜	 開会式	
15:30 〜	 キャプテンミーティング

20日 公式トレーニング
21日 滑降
22日 スーパー大回転

〜技術系〜
2023 年 3月12日(日 )〜17日( 金 )

【男子】 【女子】

12日
10:00 〜 12:00	 受付
12:00 〜	 コースオープン予定
15:00 〜	 開会式	
15:30 〜	 キャプテンミーティング

13日 大回転
14日 大回転
15日 新人戦 新人戦
16日 回転
17日 閉会式 回転　／　閉会式

2. 参加資格 同一大学 ( 短大を含む )の学生で編成されたクラブに所属し、本大会に登録済みの者（複数大学で編成されたクラブチームは参加
できない）。但し今年度 (公社 )全日本学生スキー連盟加盟の男子1部校、女子1部校のクラブと、聴講生は参加できない。
令和４年度中に卒業する学生は出場可能とする（9月卒業など）。

3. クラブ登録 先ずは「クラブ登録」で、大学名・クラブ名・メンバー（出場予定選手、複数クラブには登録できない）等の登
録を行うこと。登録に必要な人数は、男女クラブともに2 名以上。
　●登録期間	 10/3（月）〜 10/31（月）
　●登録金	 1 クラブ 15,000 円　※登録金は一切返金しない

4. 競技（種目）エ
ントリー、及び参
加人数

クラブ登録されたメンバーのみエントリー可能。エントリーには男女クラブとも2 名以上の別人氏名記載が必要（同
一人物が多種目にエントリーしても1名としかカウントしない）。
　●エントリー料	 滑降：6,000 円　他の種目：5,000 円。　（エントリー料は一切返金しない）
　●エントリー期間	 「スピード系」	 12/15（木）〜 1/30（月）必着
	 	 	 「技術系」	 12/15（木）〜 2/22（水）必着
　●参加（競技エントリーできる）人数
　　男女とも1人複数種目に出場できる（但し、男女とも※0 新人戦は1年生のみ）。

スピード系 技術系
滑降 スーパー大回転 大回転 回転 新人戦（GS）

男子クラブ 〜 7名 〜 7名 〜 6名 制限なし※0 ↑
女子クラブ 〜 7名 〜 7名 〜 6名 制限なし※0 ↑

5. 表彰 	 各種目	 	 1 〜 10 位（賞状）	 、1〜 3位（メダル）
	 クラブ総合	 1 〜 10 位（賞状）	 、1位（優勝旗・カップ）、2〜 3位（カップ）
クラブ総合の表彰は「スピード系」「技術系」の合計得点で競われる

6. 順位及び得点 各種目とも 1位 101 点、2位 99点、以下 1点下がり 100 位までの得点。
新人戦のみ 1位 51点、2位 49点、以下 1点下がり 50位までの得点を加算し総合の順位を決定する。
メンバーの得点を加算し「クラブ総合」の順位を決定する。

7. 抽選（ドロー） BIB を決めるドローは、種目・グループごとにコンピュータによる抽選を行う。	
　●クラス分け（前回49回大会のクラブ総合成績・個人成績を考慮しグループ分けを行う）

男
　
子

第1グループ 前回・個人30 位以内の選手本人 (出走は前回の本人成績順 )
第 2グループ 前回・総合15位以内のクラブより1名 (出走は前回のクラブ成績順 )
第 3グループ 前回・個人31〜 50 位の選手本人 (出走は前回の本人成績順 )
第 4グループ 前回・総合16〜20 位以内のクラブより1名 (出走は前回のクラブ成績順 )
第 5グループ 以下は各クラブのランキングごとにドロー

女
　
子

第1グループ 前回・個人 20 位以内の選手本人 (出走は前回の本人成績順 )
第 2グループ 前回・総合20 位以内のクラブより1名 (出走は前回のクラブ成績順）
第3グループ 前回・総合21位〜30 位のクラブより1名 (出走は前回のクラブ成績順 )
第 4グループ 以下は各クラブのランキングごとにドロー

　●抽選日	 「スピード系」2023 年 2月 5日（日）　　「技術系」2023 年 2月 26日（日）	
以下、右側8〜11に続く。

◎お申込・お問合せ　【全国学生岩岳スキー大会事務局】
	 〒399-9301	 長野県北安曇郡白馬村北城12111		岩岳ホワイトプラザ
	 TEL：0261（72）3513　FAX：0261（72）7775　https://ssci.iwatake.jp/　ssci@hakuba.jp

日本一BIGな大学生のためのスキー大会

「クラブ登録」「競技エントリー」「宿泊予約」の方法は、9月下旬公式WEBサイトにて発表いたします。



8. 競技規則 本大会の規則以外は(公財)全日本スキー連盟規則最新版による。
9. 細則 ●アルペン競技の部

滑降で公式トレーニング不参加の選手は、本番でスタートできない。本番の競技中止の際は前日の公式トレーニング
のタイムを本採用とする。
登録済の者は全て補欠の資格を有するが、選手交替は各種目2名までとし、第1グループの選手変更は認めない。又、エン
トリーした選手のランキング変更はできない。
●基礎スキーの部
登録済の者は全て補欠の資格を有する。但し、新人戦にエントリーした者は個人演技に出場できない。エントリーした選手
のランキング変更はできない。団体演技で2チーム（Ⅰ・Ⅱ）出場する場合、Ⅰ・Ⅱ間の選手交替はできる。
団体演技はスタート地点で一人でも欠ける場合はスタートできない。団体演技の規定演技に不参加のチームは自由演技に
出場できない。団体演技はヘルメット着用すること(ヘルメットの規格は特に問わない)。

10. 宿泊 大会期間中は必ず事務局指定の宿舎に入ること(宿舎の協力によって大会が運営されています)。参加申込と同時に宿泊予
約金1名につき3,000円を大会事務局へ納入のこと。大会期間中の宿泊料金は1泊2食付7,500円（消費税込）。

11. その他 ①参加申込金は、参加取り消しの場合でも返金しない。他人に譲渡は出来ない。（新型コロナウィルスにより大会開催が不可能となっ
た場合は一部返金する）　　②出場者はスポーツ傷害保険、またはこれに準ずる保険に加入していること。　　③もし手続きが未了
の場合は大会に出場する事が出来ない。　　④大会中の傷害について、応急処置はするが以後の責任は一切負いません。　　⑤
大会期間中は学生証など身分の証明できるものを携帯していること。　　⑥この規則事項に反したり、著しく本大会の名誉を傷つ
けた個人は失格とする。　　⑦雪不足や天候等で種目及び日程を変更する場合がある。　　⑧コース内及びスタートエリアは禁酒・
禁煙とする。

第50回記念・全国学生岩岳スキー大会開催要項
基礎スキーの部

1. 会期競技日程 2023 年 2月26日(日 )〜3月3日( 金 )
	 26 日	 9:00	〜 12:00	 受付、15:00 〜開会式、16:00 〜キャプテンミーティング
	 27 日	 男・女　個人演技	 ( 予選 )
	 28 日	 男・女　個人演技	 ( 本選 )
	 1 日	 男・女　個人演技	 ( 決戦 )
	 2 日	 男・女　個人演技新人戦　終了後→　男・女　団体演技　( 規定 )
	 3 日	 男・女　団体演技	 ( 自由 )　、オープンMix（自由）、午後：閉会式

2. 参加資格 同一大学 ( 短大を含む )の学生で編成されたクラブに所属し本大会に登録済みの者（複数大学で編成されたクラブチーム
は参加できない）。聴講生は参加できない。令和4年度中に卒業する学生は出場可能とする（9月卒業など）。

3. クラブ登録 先ずは「クラブ登録」で、大学名・クラブ名・メンバー（出場予定選手、複数クラブには登録できない）等の登
録を行うこと。登録に必要な人数は、男女クラブともに2 名以上。
　●登録期間	 10/3（月）〜 10/31（月）
　●登録金	 1 クラブ 15,000 円　※登録金は一切返金しない

4. 競技（種目）エ
ントリー、及び参
加人数

クラブ登録されたメンバーのみエントリー可能。エントリーには男女クラブとも2 名以上の別人氏名記載が必要（同
一人物が多種目にエントリーしても1名としかカウントしない）。
　●エントリー料（エントリー料は一切返金しない）

個人演技 新人戦 団体演技 団体演技（オープンMix）
男子クラブ 6,000 円	

/	1 名
5,000 円	
/	1 名

6,000 円 /	1チーム 4,000 円女子クラブ 4,000 円 /	1チーム
　●エントリー期間	 12/15（木）〜 2/10（金）
　●参加（競技エントリーできる）人数

個人演技 新人戦 団体演技 団体演技（オープンMix）
男子クラブ 〜 15名 制限なし※1 6 名※2 4 名※3

（男2名 , 女 2 名）女子クラブ 〜 15名 制限なし※1 4 名※2
※1新人戦は個人演技に出場しない1年生のみ参加できる。なお新人戦出場の1年生も団体演技に参加できる。
※2 男女とも 2チームまで
※3 男子 2名と女子 2名の混合チームで競う団体演技。この種目のみ、エントリー受付は 2/26 〜 3/2・現地
にて受付（エントリー料も現地現金払い）。また、オープンMix の表彰あり。なお、ポイントは付かず、クラ
ブ総合成績に関与しません。

5. 表彰 	 個人演技・新人戦	 1 〜 10 位（賞状）、1〜 3位（メダル）
	 団体演技	 1 〜 10 位（賞状）、1〜 3位（各自メダル）
	 クラブ総合	 1 〜 10 位（賞状）、1位（優勝旗・カップ）、2〜 3位（カップ）

6. 順位及び得点 個人演技男子は1位 301点、2位 299点、以下1点下がりで300 位以下各1点 ( 決戦出場者は得点あり)。女子は1位 201点、2位199点、
以下1点下がりで200 位以下各1点 ( 決戦出場者は得点あり)。個人演技新人戦は男女とも1位 81点、2位 79点、以下1点下がり80 位まで。
団体演技男子は1位 355点、2位 345点、以下5点下がりで70 位以下は全チーム5点。女子は1位 305点、2位 295点、以下5点下がり
で60位以下は全チーム5点を加算し、総合の順位を決定する。個人演技及び個人演技新人戦の得点が同点の場合は総合滑降(個人演技は決戦)
の順位で決定する。団体演技の得点が同点の場合は自由演技の順位で決定する。総合得点が同点の場合は団体演技の順位で決定する。

7. 抽選（ドロー） 各演技種目の内容は、12月中旬に公式WEBサイト・連絡員へのメールにて発表する。
BIB を決めるドローは、種目・グループ（クラブ内ランキング）ごとにコンピュータによる抽選を行う。
団体演技は、前回成績15位までを第1グループとし、それ以外を第2グループとする。
団体自由演技は、前日の規定演技の成績下位順よりスタートとする。
個人演技は、男・女とも予選、本選、決戦を行なう。
男・女予選とも、直接本選に出られる選手を除くランキング3番以下の選手をAとBの2つのブロックに分けて行う。
男子予選通過人数は両ブロックから上位150位の予定である。
女子予選通過人数は両ブロックから上位50位の予定である。
【個人演技で直接本選に出場できる選手】
	 1.	前回大会50位以内の本人(予選には出場できない)
	 2.	前回大会50位以内の本人を除いた各クラブのランキング1〜2番の選手(予選には出場できない)
個人演技・本選より決戦への通過者人数は、男子上位300位、女子上位150位の予定である。
　●抽選日	 2023 年 2月 14日（火）


