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7/12-13 北海道
北海道
士別市
朝日町

第３４回全日本サマージャンプ朝日大会 SAJ A
JP少年男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ(7/13）
JP成年男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ (7/13)

JP女子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ (7/13)
朝日三望台シャンツェ

朝日町三望台シャンツェ
(MH:HS68)

全日本サマーノルディック
朝日大会事務局

095-
0492

北海道士別市朝日町中央
4040番地

士別市朝日総合支所内
0165-28-2121 0165-28-3678

saa-
shibetsu@rondo.o

cn.ne.jp

http://www2.oc
n.ne.jp/~saa/

7/26 北海道
北海道
士別市
朝日町

第１8回全日本ジュニア＆レディースサマージャンプ朝日
大会

SAJ A

JP小学生４年生以下男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ
(7/26)

JP小学生５・６年生男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ
(7/26)

JP小学生女子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ (7/26)
JP女子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ (7/26)

JP中学生男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ (7/26)

朝日三望台シャンツェ
朝日町三望台シャンツェ

(MH:HS68)
全日本サマーノルディック

朝日大会事務局
095-
0492

北海道士別市朝日町中央
4040番地

士別市朝日総合支所内
0165-28-2121 0165-28-3876

saa-
shibetsu@ron
do.ocn.ne.jp

http://www
2.ocn.ne.jp/

~saa/

7/27 北海道
北海道
名寄市

サンピラー国体記念第12回サマージャンプ大会 SAJ A JPNH*1:M /L(7/27) なよろピヤシリシャンツェ
なよろピヤシリシャンツェ

(NH:HS100）
名寄地方スキー連盟

096-
0017

北海道名寄市西7条南
12-55-134

名寄市スポーツセンター内
01654-3-8693 01654-3-8693 なし なし

8/2 北海道
北海道
札幌市
宮の森

第３２回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 SAJ A
JPＮＨ男子HS100(8/2)
JPＮＨ女子HS100(8/2)

宮の森ジャンプ競技場
宮の森ジャンプ競技場

（NH:HS100)
(公財)札幌スキー連盟

060-
0004

北海道札幌市中央区
北4条西3丁目

北海道建設会館８Ｆ
011-221-1661 011-232-5975

sas@x.age.ne
.jp

http://www.
age.ne.jp/x/

sas

8/3 北海道
北海道
札幌市
大倉山

第１５回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 SAJ A
JPLH男子HS134(8/3)
JPLH女子HS134(8/3)

大倉山ジャンプ競技場
大倉山ジャンプ競技場

(LH:HS134)
(公財)札幌スキー連盟

060-
0004

北海道札幌市中央区
北4条西3丁目

北海道建設会館８Ｆ
011-221-1661 011-232-5975

sas@x.age.ne
.jp

http://www.
age.ne.jp/x/

sas

8/22-23 長野県
長野県

北安曇郡
白馬村

2014NBS杯白馬女子サマージャンプ大会 SAJ A JPLH女子 (8/23)
白馬村スキークラブ

（大会期間中はジャンプ
競技場レースオフィス）

399-
9301

長野県北安曇郡白馬村北
城7025

白馬村役場多目的ホール2F
0261-71-1170 0261-71-1171

skiclub@haku
ba.gr.jp

http://www.
age.ne.jp/x/

sas

8/22-24 長野県
長野県

北安曇郡
白馬村

２０１４　FISサマーグランプリ白馬ジャンプ大会
FIS Grand Prix Ski Jumping ２０１４ in Hakuba

FIS GP
JPLH男子個人戦 (8/23)
JPLH男子個人戦（8/24）

白馬ジャンプ競技場
白馬シャンツェ

（LH:HS131)

白馬村スキークラブ
（大会期間中はジャンプ
競技場レースオフィス）

399-
9301

長野県北安曇郡白馬村北
城7025

白馬村役場多目的ホール2F
0261-71-1170 0261-71-1171

skiclub@haku
ba.gr.jp

http://www.hak
uba.gr.jp/

8/30-8/31 新潟県
新潟県
妙高市

第１４回妙高サマージャンプ大会 SAJ A JPNH K=100 (8/31) 妙高高原赤倉シャンツェ
妙高高原赤倉シャンツェ

(NH:HS100)
妙高サマージャンプ大会

実行委員会
949-
2106

新潟県妙高市田口33番地
妙高高原メッセ内

0255-86-3977 0255-86-5166
nsa-

j@citrus.ocn.
ne.jp

なし

9/6-9/7 新潟県
新潟県

南魚沼市
第２６回塩沢ジャンプ大会 SAJ A

JP男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ(9/7)
JP女子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟ(9/7)

石打丸山スキー場
(ハツカ石ゲレンデ）

新潟県石打丸山シャンツェ
(NH:HS86)

塩沢ジャンプ大会実行委
員会

949-
6680

新潟県南魚沼市六日町
865番地

025-773-6630 025-772-8161
k-

higuchi@city.mina
miuonuma.lg.jp

http://www.city
.minamiuonuma.

niigata.jp/

10/19 北海道
北海道
札幌市
大倉山

第8回伊藤杯サマーファイナル大倉山ジャンプ大会 SAJ A
JPLH男子HS134(10/19)
JPLH女子HS134(10/19)

大倉山ジャンプ競技場
大倉山ジャンプ競技場

(LH:HS134)
(公財)札幌スキー連盟

060-
0004

北海道札幌市中央区
北４条西3丁目

北海道建設会館８階
011-221-1661 011-232-5975

sas@x.age.ne
.jp

http://www.
age.ne.jp/x/

sas

10/24-26 秋田県
秋田県
鹿角市

２０１４全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿
角　兼

２０１４鹿角サマージャンプ・コンバインド大会
SAJ A

JP成年男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟHS86 (10/25)
JP女子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟHS86 (10/25)
JP少年男子ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟHS86(10/25)
ﾛｰﾗｰ1Kｽﾌﾟﾘﾝﾄ　一般・高校生・中学生・小学
5,6年・小学3,4年、小学1,2年（男女別）(10/25）
JP小学生混合ｽﾍﾟｼｬﾙｼﾞｬﾝﾌﾟSH(10/26)
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞHS:86　ﾛｰﾗｰｽｷｰ10K　ｸﾞﾝﾀﾞｰｾﾝ
一般男女混合（10/26）
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞHS:86　ﾛｰﾗｰｽｷｰ10K　ｸﾞﾝﾀﾞｰｾﾝ
高校男女混合（10/26）
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞHS:56 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ3K　ｸﾞﾝﾀﾞｰｾﾝ
中学生男女混合（10/26）
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞHS:56 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ2K　ｸﾞﾝﾀﾞｰｾﾝ
小学5,6年男女混合（10/26）
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞHS:56 ﾗﾝﾆﾝｸﾞ1K　ｸﾞﾝﾀﾞｰｾﾝ
小学4年以下男女混合（10/26）
ﾛｰﾗｰ10Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　一般男子（10/26）
ﾛｰﾗｰ10Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　高校男子（10/26）
ﾛｰﾗｰ7.5Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　一般女子（10/26）
ﾛｰﾗｰ7.5Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　高校女子（10/26）
ﾛｰﾗｰ7.5Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　中学男子（10/26）
ﾛｰﾗｰ5Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　中学女子（10/26）
ﾛｰﾗｰ3Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　小学6年男女別（10/26）
ﾛｰﾗｰ3Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　小学5年男女別（10/26）
ﾛｰﾗｰ3Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　小学4年男女別（10/26）
ﾛｰﾗｰ1Kﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　小学1～3年男女別（10/26）

花輪シャンツェ
花輪スキー場

ローラースキーコース
花輪市街地特設コース

花輪シャンツェ
花輪スキー場

ローラースキーコース
花輪市街地特設コース

サマーノルディックスキー
まちづくり推進委員会

018-
5292

秋田県鹿角市花輪字荒田
4-1

鹿角市教育委員会
スポーツ振興課内

0186-30-0297 0186-30-1140
sports@city.k

azuno.lg.jp
後日開設予

定


