
　　　　主　催　：　調布市／調布市教育委員会／(公・社)調布市体育協会
　　　　主　管　：　調布市スキー連盟

1 会　　場 長野県木島平スキー場
2 競技種目 回転および大回転競技
3 大会日程 ２月３日(土）  9:00 　キャプテン会議（大会本部）　※一般参加者もご集合ください

11:00 　開　会　式　（ゴール付近）
12:00 　回転競技開始　（２本滑走）

２月４日(日）  9:00 　大回転競技開始　（１本滑走）
14:00 　閉会式／表彰式 　(大会本部）

4 大会本部 パノラマランド木島平　〒389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島3878-2　　tel.0269-82-3001
5 参加資格 調布市在住・在勤・在学者(小学生以上）および調布市スキー連盟登録クラブ員(連盟杯）
6 参加費用 エントリー代(消耗品費他)　２種目／一般：２，０００円　ジュニア：５００円
7 申　　込 (公・社)調布市体育協会(調布市総合体育館）または調布市スキー連盟

●郵送およびＦＡＸ.の宛先
　〒183-0045　府中市美好町2-53-2 調布市スキー連盟　村松宛
　TEL：090-9133-0183（15:00～20:00 ）　fax.042-364-1926 　Email : sac@chofu-ski.net　（アドレスを変更しました）

●振込口座：三井住友銀行調布駅前支店　普通口座0908574
　口座名義：スキー連盟競技部　代表　北川清次
●調布在住・在勤・在学の方で助成金制度を利用する方は宿泊申込書と住所（または勤務先住所）、
　生年月日が記載されている有効期限内の証明書（保険証や運転免許証など）コピーを添付下さい。
　なお、いただいた証明書類のコピーは厳重に保管し目的以外には使用しないことを確約します。
　中・高生については生徒手帳のコピーを添付下さい。　（1月20日以降は個人で市役所に申込み下さい）

8 申込締切 2018年１月15日　(団体は12月11日のスキー連盟理事会で申込を受け付ける）
9 宿　　泊 今大会の本部並び選手宿舎は、パノラマランド木島平なので、申込と同時に宿泊の有無を明記してください。

現地集合・現地解散となります。
10 注意事項 本大会はヘルメットの着用をお願いします。（ホテルにレンタル有り）

参加者は必ず傷害保険に加入して下さい。
万一事故が発生した場合は、応急処置をいたしますが、責任は負いかねます。
新幹線で参加の方は直接ホテルと送迎の依頼確認をして下さい
※ 競技方法/組分けについては裏面を参照ください。

　……………き……………り……………と……………り………………せ……………ん……………

第5７回調布市民体育祭冬季大会申込書

ふりがな 住　所　〠

氏　名

（生年月日）西暦　　　   年　　 月　　 日　　  歳 TEL: （スキー連盟員）

勤務先(学校）名

所在地 男6 男5 男4 男3 男２ 男1 男Jr 女4 女3 女2 女1 女Jr

●大会参加費の申請書　　※ 各該当（金額）欄に○印をつけて合計金額を記入下さい。

【中止措置】

大会が中止になった場合は、振込手数料を差し引いた上で参加費を返還いたします。

下欄に返還を希望する金融機関の口座をお書きください。

調布市民・在勤・在学

第57回調布市民体育祭冬季大会
第２3回スキー連盟杯争奪スキー競技会

ス　キ　ー　競　技　会　大　会　要　項

所属クラブ

　組別　該当項目に○をつけてください。（組別の年齢制限は次ページ参照）

調布市民以外　（スキー連盟加入者）

☆調布在住者以外の在勤・在学者は、勤務先名・学校名と所在地を記入下さい。

子供
（小学生以下）

4,600        

エントリー代

リフト代
(50歳以上はシニア

に〇をする）

2,000        2,000        

12,200       14,200       

9,700        

1泊　朝食付

1泊　夕・朝食付

2泊　朝2・夕1食付

2泊　朝2・夕2食付

6,100        7,100        

一般＆高校生

3,600        4,600        3,600        

500           

シニア
（65歳以上）

500           500           2,000        2,000        

中学生
シニア

（65歳以上）
一般＆高校生 中学生

子供
（小学生以下）

2,600        6,600        6,600        6,600        

500           

15,700       15,700       11,000       

6,400        

 (一般49歳以下・高校・中学）
4,000

 (一般49歳以下・高校・中学）
2,000

6,100        4,400        9,100        9,100        9,100        

無料

　　　　　　　　　　区分

　　内訳

2日券

1日券
 シニアリフト代

1,500 無料 1,500        

18,200       18,200       12,800       

 シニアリフト代
3,000 無料

8,800        18,200       12,200       

 (一般49歳以下・高校・中学）
4,000

11,700       9,700        

金　融　機　関 口座番号支　　　店　　　名

無料 3,000        

7,000        15,700       

宿
泊
代

合計金額 円 円 円 円

 (一般49歳以下・高校・中学）
2,000

口座名義人

円 円 円 円



● 市民大会およびスキー連盟杯

　　【競技方法/組分】

　　１．競技方法 ① 全日本スキー連盟競技規則に準ずる

② 個人および団体競技とし次の組別による（2018年1月31日現在の満年齢）

　女子４部　（６１歳以上） 　男子６部　（70歳以上） 　男子２部　（30～39歳）

　女子3部　（51～60歳） 　男子５部　（60～69歳） 　男子１部　（16～29歳）

　女子２部　（36～50歳） 　男子４部　（50～59歳）

　女子１部　（1６～35歳） 　男子３部　（40～49歳）

　女子ジュニア（中学生以下） 　男子ジュニア（中学生以下）

　　２．表　　　彰 ① 個人戦　　　　１位から６位までを入賞とし、表彰は３位までとする

② 団体戦　　　　個人戦の各組別の合計得点により決定し、表彰は３位までとする

【申込金計算例】 調布在住 調布以外

＜一　般＞　（半泊朝食のみ：6,600円、　１泊朝・夜食付き:9,100円、　市民は1日2,000円の宿泊補助あり）

■ エントリーのみ 2,000円 2,000円

　・エントリー費（大人2,000円)

■ 2/２(金)夕方に宿舎に入る場合 16,200円 20,200円

　・エントリー費(2,000円）＋２泊３日

■ 2/２(金)深夜に宿舎に入る場合 13,700円 17,700円

　・エントリー費(2,000円）＋2/2半泊＋2/3宿泊

■ 2/３(土)朝に宿舎に入る場合 　9,100円 11,100円

・エントリー費(2,000円)＋2/3宿泊

　　　※ リフト券購入希望の方は合計金額に大会申込書のリフト代をプラスする。

＜満65歳以上 ・ 中学生＞　（半泊朝食のみ：6,600円、　１泊朝・夜食付き:9,100円、市民は1日3,000円の宿泊補助あり）

■ エントリーのみ 2,000円 2,000円 （65以上）

　・エントリー費（2,000円or中学生500円) 　500円 　500円 （中学生）

■ 2/２(金)夕方に宿舎に入る場合 14,200円 20,200円 （65以上）

　・エントリー費(2,000円or中学生500円）＋２泊３日 12,700円 18,700円 （中学生）

■ 2/２(金)深夜に宿舎に入る場合 11,700円 17,700円 （65以上）

　・エントリー費(2,000円or中学生500円）＋2/2半泊＋2/3宿泊 10,200円 16,200円 （中学生）

■ 2/３(土)朝に宿舎に入る場合 　8,100円 11,100円 （65以上）

・エントリー費(2,000円or中学生500円)＋2/3宿泊 　6,600円 　9,600円 （中学生）

　　　※ リフト券購入希望の方は合計金額に大会申込書のリフト代をプラスする。

＜小学生＞　（半泊朝食のみ：4,600円、　１泊朝・夜食付き:6,400円、　市民は1日2,000円の宿泊補助あり）

■ エントリーのみ 500円 500円

　・エントリー費（500円)

■ 2/２(金)夕方に宿舎に入る場合 9,300円 13,300円

　・エントリー費(500円）＋２泊３日

■ 2/２(金)深夜に宿舎に入る場合 7,500円 11,500円

　・エントリー費(500円）＋2/2半泊＋2/3宿泊

■ 2/３(土)朝に宿舎に入る場合 4,900円 6,900円

・エントリー費(500円)＋2/3宿泊

　　　※ リフト券購入希望の方は合計金額に大会申込書のリフト代をプラスする。

＜サポーター＞

　　　※ 競技に参加しない場合は、サポーターの欄に○印を入れ、宿泊費だけを計算する。


