
第３３回長野県高等学校･中学校選抜スピードスケート競技会 

要   項  
2019/10/19 

１．主催 

長野県スケート連盟（以下「本連盟」という。） 

２．共催 

長野県高等学校体育連盟（以下「県高体連」という。） 

長野県中学校体育連盟（以下「県中体連」という。） 

３．後援（予定） 

長野県教育委員会 公益財団法人長野県体育協会 軽井沢町 軽井沢町教育委員会 

４．主管 

軽井沢スケート連盟 

５．期日 

 令和元年１２月１０日(火) － １１日(水) 

６．会場 

軽井沢風越公園スケートリンク 

北佐久郡軽井沢町大字発地1154-1  TEL：0267-48-5555 

７．競技距離 

 女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

 男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

８．日程 

12月10日(火) 

 

開会式 

監督会議 

公式練習 

競技開始 

13：00 

13：30 

14：00 ～15：30 

16:00 

① ⑤男子500ｍ ② ⑥女子500ｍ  ⑦男子5000ｍ 

③ 男子1500ｍ  ④ 女子1500ｍ 

12月 11日(水) 

 

公式練習 

競技開始 

 

閉会式 

7:00 ～ 8:30 

9:00 

① 男子1000ｍ ②女子1000ｍ ③男子3000ｍ ④女子3000ｍ 

競技終了後 
 

９．参加資格 

長野県内の高等学校または中学校に在学する生徒で、次の各号全てを満たす者 

(1) 本年度の財団法人日本スケート連盟（以下「日ス連」という。）登録競技者 

(2) 本年度、県高体連または県中体連に登録加盟費を納入して登録してある者 

(3) 本連盟の本年度スピードスケート強化選手に指定された者（中学Ｂ強化選手含む）、または日ス連

バッジテスト（スピード）Ａ級以上を有する者   

10．出場制限 

 女子・男子とも、１名２距離以内とする。 

11．競技方法 

(1) 日ス連スピードスケート競技特別規則（以下「規則」という。）に定める距離別競技とする。 

(2) トラックは、規則に定める400ｍ標準ダブルトラックＣタイプとする。 

(3) 500ｍは同一日に２回滑走し、その合計タイムに基づいて順位を決定する。合計タイムが同じ場合は同順位

とする。 

(4) 1000ｍ以上はカルテット採用することがある。 

(5) 組合せ及びスタート順 

ア 組合せは、前年度当該距離本連盟タイムランキングに基づき、上位から２名ずつ組合せる。 

同タイム及びタイムランキングのない者については、大会事務局の責任抽選のもと決定する。 

イ スタート順はランキング順とは逆にする。スタートのレーンはランキング上位者をインレーンと

する。ただし初日の男子5000mおよび２日目の男女3000mについては、気象条件等の関係からスター

ト順はランキング順とする。 

ウ 500ｍの２回目は、１回目のタイムランキング順に従いスタートレーンを変えて上位から組み合わせる。組

のスタート順は、タイムランキング順とは逆に下位の組からスタートし、１回目最上位の組が最後に滑走す

る。１回目の結果に同一レーンで同順位があった場合は、(4)アの最初のランキングに従ってランクづける。 

（ISU規則第239条2-2.3 b)および第242条2を準用する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．表彰 

女子・男子とも、各距離１位から３位までの者に賞状を授与する。 

13．参加申込 

(1) 所定の申込書(別紙１)に必要事項を記載して申し込むこと。 

 ア 申込書送付先 

    〒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 

長野県スケート連盟事務局  

TEL：0266-24-3110  FAX：0266-24-3113 

E-mail：nsf-office@skating-nagano.com 

  イ 申込書に、連盟強化選手以外の者はバッジテスト認定証の写しを添付すること 

   ウ 日本スケート連盟茉マイページ（http://www.skatingjapan.jp/mypage/）の競技会参加申し込みサイト 

にも申し込むこと 

(2)参加料は、申込者名の銀行振込みで納入するものとし、振込手数料は申込者の負担とする。ただし参加料振

込明細書(別紙２)を参加申込書に添付する場合は、複数の申込者分の参加料を一括して納めることが出来る。 

ア 参加料 １名につき 5,000円（保険料を含む） 

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 申込締切日後は、いかなる場合も納められた参加料を返還しない。 

(3) 申込締切日  令和元年１１月２０日(水)  

(4) 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・関連法令を厳守し、競技運営以外の目的には

使用しない。 

(5) 参加申込が遅延した者（申込締切日までに参加申込書及び参加料が受理されていない者）または参加申込が

不完全な者は本競技会への参加を認めない。 

14．宿泊 

各自で手配すること 

15．そ の 他 

（１）大会中（８．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。 

   尚、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。 

http://www.skatingjapan.jp/mypage/


 
令和元年 長野県強化選手一覧 

    
1 村上 聖眞 佐久長聖（３） 

 
27 渡邉 一冴 市立長野（１） 

2 井出 城吉 佐久長聖（３） 
 

28 伊藤 武蔵 市立長野（１） 

3 北瀬 祥実 佐久長聖（３） 
 

29 原  風蔵 市立長野（１） 

4 今井 悠翔 佐久長聖（３） 
 

30 倉坪 克拓 岡谷南（３） 

5 原   純夢 佐久長聖（３） 
 

31 小平 哲史 岡谷南（３） 

6 由井 楽人 佐久長聖（３） 
 

32 笛木 陽空 岡谷南（３） 

7 山本 慶汰 佐久長聖（２） 
 

33 五味 春喜 岡谷南（２） 

8 中島 大輔 佐久長聖（２） 
 

34 濱   圭裕 岡谷南（２） 

9 佐々木 蒼太 佐久長聖（２） 
 

35 林   翔大 岡谷東（２） 

10 齊藤 伊織 佐久長聖（２） 
 

36 北原 伊吹 岡谷東（１） 

11 小林 颯 佐久長聖（２） 
 

37 吉江 祐哉 岡谷東（１） 

12 今井 寛人 佐久長聖（１） 
 

38 清水 汰揮 上伊那農業（３） 

13 櫻井 利正 佐久長聖（１） 
 

39 山田 理貴 岡谷工業（３） 

14 青柳 玲央 小海（１） 
 

40 小松 遼南 岡谷工業（１） 

15 朝田 練成 小海（１） 
 

41 林   航輝 向陽（２） 

16 井出 雄斗 小海（１） 
 

42 戸田 弦 松本深志（１） 

17 伊藤 皐希 小海（１） 
 

43 林   伊吹 地球環境（３） 

18 篠原 征希 小海（１） 
 

44 林   康生 地球環境（１） 

19 高見澤 匠冴 小海（１） 
 

45 三井 晃太 都市大塩尻（２） 

20 藤本 大輝 小海（１） 
 

46 松本 一成 諏訪実業（２） 

21 吉澤 柊威 小海（１） 
 

47 松田 臣二 諏訪実業（１） 

22 保科 健照 市立長野（２） 
 

48 一本木 弘輝 松本県ヶ丘（２） 

23 篠原 健人 市立長野（２） 
 

49 藤原 京介 松代（１） 

24 別府 亮士郎直泰 市立長野（２） 
 

50 田原 秀真 長野工業（１） 

25 両角 元太 東海大諏訪（３） 
 

51 小林 優真 諏訪二葉（２） 

26 酒井 応太 東海大諏訪（１） 
 

   

     
 

 
     

  
 

（少年女子  ３0 名） 
 

16 近藤 杏菜 東海大諏訪（１） 

1 平澤 菜々子 佐久長聖（３） 
 

17 宮坂 菜緒 東海大諏訪（１） 

2 柳沢 絢音 佐久長聖（２） 
 

18 矢崎 愛佳 東海大諏訪（１） 

3 菊池 美羽 佐久長聖（１） 
 

19 宮川 鈴佳 長野東（２）☆ 

4 篠原 理沙 小海（３） 
 

20 西原 万葉 長野東（２） 

5 高見澤 美良 小海（３） 
 

21 小倉 志織 伊那西（３） 

6 高見澤 萌愛 小海（１） 
 

22 浅川 華 伊那西（２） 

7 生野 麻優 市立長野（２） 
 

23 河野 菜々穂 伊那西（２） 

8 花岡 瑚徒 岡谷南（３） 
 

24 日向 彩瑛 伊那西（１） 

9 大川 あおば 岡谷南（２） 
 

25 清水 叶華 伊那西（１） 

10 野明 愛結 岡谷南（１） 
 

26 宮澤 茉那 諏訪二葉（３）☆ 

11 百瀬 愛美 岡谷東（３） 
 

27 宮澤 里緒 諏訪二葉（３）☆ 

12 曽根 江美香 岡谷東（３） 
 

28 牛山 莉奈 諏訪二葉（２） 

13 両角 有乃 東海大諏訪（３） 
 

29 矢澤 明里 長野日大（３）☆ 

14 福岡 歩里 東海大諏訪（２） 
 

30 上條 真綺 松本国際（３） 

15 矢崎 萌夏 東海大諏訪（２） 
 

31 

  
   

  
  



       

 
  

    

 
（中学Ａ男子１２名） 

  
（中学Ａ女子１２名） 

1 由井 雛斗 川上（３） 
 

1 畠山 雪菜 小海（３） 

2 原 瑞樹 川上（３） 
 

2 伊藤 紅葉 小海（３） 

3 吉澤 翔 南牧（３） 
 

3 鈴木 花梨 臼田（３） 

4 佐々木 翔夢 南牧（２） 
 

4 倉坪 佑衣 岡谷西部（２） 

5 林 大剛 南牧（２） 
 

5 野明 花菜 下諏訪（３） 

6 井出 優哉 小海（３） 
 

6 今井 夕夏 上諏訪（３） 

7 菊原 颯 小海（３） 
 

7 北原 伊織 諏訪（３） 

8 鷹野 晴 小海（３） 
 

8 矢﨑 鈴佳 永明（２）☆ 

9 三井 翔太 上諏訪（２） 
 

9 外ノ池 彩恵 茅野北部（３） 

10 松村 泰知 諏訪西（２） 
 

10 林 ひよな 茅野北部（２） 

11 志鷹 祐吏 茅野東部（２） 
 

11 宮坂 美紅 原（２） 

12 中村 虎太郎 松代（３） 
 

12 宮川 笑佳 長野北部（２）☆ 
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（中学Ｂ男子 27 名） 

  
（中学Ｂ女子 24 名） 

1 井出 寛人 南牧（３） 
 

1 松澤 亜弥 下諏訪（２） 

2 有賀 大地 茅野東部（３） 
 

2 原 瑞樹 川上（３） 

3 友野 笙太郞 佐久穂（３） 
 

3 宮下 歩夢 諏訪南（３） 

4 木村 航大 小海（３） 
 

4 宮下 心夢 諏訪南（２） 

5 中村 龍太郎 松代（３） 
 

5 大江 真以子 長峰（２） 

6 今井 元希 南牧（２） 
 

6 菊池 萌花 中込（３） 

7 由井 翔貴 臼田（３） 
 

7 小平 美優瑠 茅野北部（３） 

8 松本 叶夢 小海（２）☆ 
 

8 賀来 春音 長峰（２） 

9 髙藤 歩 東御東部（３） 
 

9 新海 彩菜恵 南牧（２） 

10 名取 雅治 茅野北部（３） 
 

10 花岡 澪桜 長峰（２） 

11 羽多野 幸宏 鉢盛（３） 
 

11 荻原 優奈 軽井沢（２） 

12 小林 稔生 佐久穂（２） 
 

12 花岡 澄珠 岡谷西部（２） 

13 榊 夏惟 小海（２） 
 

13 向井 彩和 岡谷東部（３） 

14 原 暁津 川上（２） 
 

14 川崎 悠海 小諸東（３） 

15 戸谷 京椰 諏訪（２） 
 

15 鶴田 茜羽 川上（１） 

16 雨宮 伊吹 市立長野（１）☆ 
 

16 北原 雅 諏訪（１） 

17 清沢 天真 塩尻（１） 
 

17 吉澤 葵 南牧（１） 

18 高藤 健吾 東御東部（１） 
 

18 平林 美優 長峰（１） 

19 今井 健晴 川上（１） 
 

19 安藤 瑳紀 茅野北部（１） 

20 武田 來侍 鉢盛（１） 
 

20 鈴木 和花 臼田（１） 

21 小玉 隼人 軽井沢（１） 
 

21 小林 栞菜 長峰（１） 

22 宮坂 樹 岡谷北部（１） 
 

22 遠藤 咲季 高瀬（１） 

23 篠原 孝平 小海（１） 
 

23 和田 咲菜 富士見（１） 

24 平林 優大 長野北部（１） 
 

24 雨宮 月咲 長峰（１） 

25 平出 光晟 富士見（１） 
   

  

26 平林 龍友 長峰（１） 
   

  

27 塩月 直己 高瀬（１） 
   

  


