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2022／2023 全信州スピードスケート選手権大会 

要   項 

2022 年 10月 20 日 

１．主催 

長野県スケート連盟（以下「本連盟」という。） 

２．共催（予定） 

長野県高等学校体育連盟 長野県中学校体育連盟 

３．後援（予定） 

長野県教育委員会 公益財団法人長野県スポーツ協会 岡谷市 岡谷市教育委員会 

４．主管 

岡谷市スケート協会 

５．会場 

岡谷市やまびこ国際スケートセンター 

岡谷市字内山 4769-14 TEL：0266-24-5210 

※本競技会に関する問い合わせを一切しないこと。 

６．競技距離 

（1）総合得点競技 

女子：500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

男子：500ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ  

（2）距離別競技 

女子：500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

男子：500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

７．競技日程 

2022 年 12月 24 日(土) 

開場       6:00 

開会式     感染症拡大防止対策のため行いません。 

公式練習    7:00-8:30 

代表者会議  7:15 

競技開始    9:00 ①女子 500ｍ ②男子 500ｍ ③女子 1500ｍ ④男子 3000ｍ 

公式練習    競技終了後 30 分間 

2022 年 12月 25 日(日) 

  開場       6:00 

公式練習    7:00-8:30 

競技開始    9:00 ①男子 1000ｍ ②女子 1000ｍ ③男子 1500ｍ ④女子 3000ｍ 

⑤男子 5000ｍ 

閉会式      感染症拡大防止対策のため行いません。 

※競技日程は、参加者数により変更する場合がある。 

８．競技方法 

(１)本競技会は、国際スケート連盟(以下「ＩＳＵ」という。)規則、公益財団法人日本スケート連盟(以下「日

本スケート連盟」という。)規則及び本要項の各規定に従った総合得点競技及び距離別競技とする。 

(２)トラックは標準 400ｍダブルトラックＣタイプとする。 

(３)1000ｍ以上の距離はカルテットスタート競技方法を採用する。 
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(４)各距離における同時滑走者組合せ及び滑走順は以下のとおりとする。以下に定めない事項については 

ＩＳＵ規則第 239 条２項に従う。なお、ア）の抽選は大会事務局の責任抽選とする。 

ア)組合せ、滑走順用ランキングの編成 

①距離ごとに、参加申込が受け付けられた参加競技者について、当該距離の 2022 年 3月 31 日時点 

の記録(ただし、高地リンクを除く。以下「前年度記録」という。)の順位によって位置づける。この場合、前年 

度記録が同じ者は抽選により順位づける。 

②前年度記録のない参加競技者は、①の最下位に続けて抽選順に位置する。 

イ)組合せ及び滑走順 

① 各距離において同時に滑走する参加競技者は、ア)によって編成されたランキングの上位の競技者から２名

ずつ組み合わせる。 

③スタートレーンは、ランキングの上位者をインレーンとする。 

④組のスタート順は、ランキングの下位の組から上位に向けて順次滑走する。 

ウ) 組合せ決定後の棄権 

組合せ決定後、当該距離の１組目競技開始時刻２時間前までに棄権があったときは、ＩＳＵ規則第 

245 条１項に従って新たな組合せ及び滑走順を決定する。 

（５）総合得点競技の各距離の競技は、距離別競技として（４）の組合せ及び滑走順でおこなう。 

従って、総合得点競技の組合せ、滑走順並びに以降の距離への参加に関する、ＩＳＵ規則第 240 条、 

245 条 5 項、265条 4 項及び 275 条等は適用しない。最終順位の集計は、６（１）項の全距離に参 

加を申込み、全ての競技を完了した競技者のみを対象にＩＳＵ規則第 265 条に従って決定する。 

（６）総合得点競技及び距離別競技の最終順位は、ＩＳＵ規則第 265 条、第 268 条及び第 275 条に 

 従って決定する。 

９．表彰 

（１）総合得点競技の総合選手権者にトロフィー、メダル及び賞状を、２位及び３位の者にメダル及び賞状を 

授与する。 

(２) 距離別競技の１位の者にメダル及び賞状を、２位及び３位の者に賞状を授与する。 

10．参加資格 

本年度、日本スケート連盟登録競技者であって日本スケート連盟バッジテスト C 級(スピード)以上を保有する者。 

(１) 大学生及び一般にあっては、本県所在の高校を卒業している場合に限り、本連盟所属登録競技者の有 

無を問わない。 

(２)バッジテスト級は、参加申込時に 2023 年 6月 30 日以降までの有効期限があるものとする。 

11．参加申込 

(１) 参加資格を有する者にあっては JSF マイページ（http://www.skatingjapan.jp/ｍypage/)の競技 

会参加申込サイト(以下「サイト」という。)で申し込むこと。なお、総合距離競技は６．（１）の全距離に申込 

むことで申込完了とする。 

   ア) 参加申込完了直後に参加申込者の登録されたメールアドレスにサイトから自動送信される参加申込受理

の通知(以下「受理通知」という。)を受けること。受理通知が送付されない場合は、参加申込が完了してい

ないので最初からやり直し、それでも受理通知が送付されない場合は申込締切前までに本連盟事務局に問

い合わせること。受理通知は最初の代表者会議が終了するまで保管しておくこと。 

   イ) 参加申込前に参加申込の内容修正又は取り消しを行う場合はサイトで行うこと。この場合も同様に受理

通知を受け取り保管すること。 

   ウ) 参加申込締切後に参加を取り消す場合は、必ず大会事務局へ棄権届出書を提出すること。 

   エ) 大会事務局(本連盟事務局) 
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長野県スケート連盟 

〒394-0055 岡谷市字内山 4769-14 岡谷市やまびこ国際スケートセンター内 

TEL: 0266-24-3110 FAX: 0266-24-3113 

E-ｍail: nsf-office@skating-nagano.com 

   カ) 参加申込状況は参加申込締め切り後、本連盟ホームページに公開する。 

(２) 参加申込料は参加申込者名の銀行振込で支払う(銀行振込に限る)ものとし、振込手数料は申込者の 

負担とする。ただし、複数の申込者を一括して支払う場合は、参加料振込明細書を大会事務局へ送付すること。 

ア) 参加申込料  １名 5,000 円 

イ) 振込先 金融機関名：八十二銀行 岡谷支店 

口座番号：普通 ７６９４７９ 

名義：長野県スケート連盟大会費 

ウ) 参加申込締め切り後はいかなる場合も支払われた参加申込料は返金しない。ただし、本連盟が認めた者

はこの限りでない。この場合、返金額から振込手数料を差し引いた金額とする。 

(３) 参加申込締切 2022年 1１月３０日（水）正午 ※受付開始：2022 年 10 月 31 日(月)  

(４) 中学生以下の者にあっては、サイトから出力した参加申込書(副)の親権者署名欄に親権者が自署した参 

加承諾書を最初の代表者会議までに大会事務局へ提出すること。 

(５) 参加申込が遅延した者(参加申込料の支払いを含む。)又は参加申込が不完全な者は本競技会への参 

加を認めない。 

(６) 参加申込にかかる個人情報は、個人情報の保護に関する法律・関連法令を遵守し、競技運営以外の目 

的には使用しない。 

12．宿泊 

各自で手配すること。 

13．そ の 他 

(1)大会中（７．の全日程）の事故等については応急処置のみとし、その他の責任は負わない。参加者は 

スポーツ傷害保険等に必ず加入していること。 

(2)競技開始時刻は出場種目参加人数により変更する場合がある。本連盟ホームページで確認すること。 

(3)開会式の開始時刻までに受付を済ませること。なお、棄権がある場合は受付時に所定の棄権届けを提出 

すること。 

(4)競技者及び来場者は新型コロナウイルス感染症対策として長野県スケート連盟主催の競技会に係る参加 

者ガイドライン及び下記事項を遵守すること。 

①以下事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。 

ア）体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

イ）同居家族や⾝近な人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ）3 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航又は 

当該在住者との濃厚接触がある場合 

②マスクを着用すること。（但し、レース・アップ・ダウン時には着用しないことを認める。） 

③こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。 

④他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

⑤競技会開催中に大きな声で会話、応援をしないこと。 

⑥感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指⽰に従う。 

⑦競技会終了後 7 日間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、大会事務局に対して速や 

かに濃厚接触者の有無等について報告をする。 
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⑧当日の受付前に、選手及び来場者は全員検温を行う。その際体温が 37.5℃以上ある方は入場を認め 

ない。検温完了後、選手及び来場者は（別紙 1）「健康調査票」を提出する。 

（問診表に係る個人情報は新型コロナウイルス対策以外には使用せず、１か月程度経過後廃棄する） 

⑨棄権届は必ずレフェリーに提出すること。 

⑩本連盟は本競技会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染に対するいかなる責任を負わない。 
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（別紙１） 

健 康 調 査 票 
 

〇以下の項目を記入し、受付に提出してください。 

 

提出日：２０２２年   月   日 

競技会名：２０２２／２０２３全信州スピードスケート選手権大会 

会場：岡谷市 岡谷市やまびこ国際スケートセンター  

学校（所属）名： 

参加者氏名： 

参加者の立場： 選手 ・ チーム関係者 ・ 大会関係者 ・ 保護者 ・ その他（          ） 

住所： 

電話番号： 

当日の体温：        ℃ 

 

１．健康状態等について（最近７日間の体調）      ※〇印をつけてください。 

①発熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

②咳、のどの痛み等の風邪の症状・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

③だるさ、息苦しさ等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

④味覚、嗅覚の異常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

⑤体が重く感じられる、疲れやすい・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

 

２．同居家族や⾝近な知人に新型コロナウイルスやインフルエンザに感染が疑われる人がいる 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

 

３．過去３日以内に政府からの入国制限が発せられている国や地域、あるいは、入国後の健康観察を必要 

 とされている国・地域等への渡航又は当該地域在住者との濃厚接触がある 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  （   あり   ・   なし   ） 

 

 

※ここに書かれた個人情報は、政府、自治体及び保健所からの要請に基づき、新型コロナウイルス感染者が 

確認された場合の追跡調査に使用いたします。 

※この名簿は上記目的以外の使用はいたしません。競技会終了後１か月程度で破棄いたします。 

【長野県スケート連盟】 


