
第３４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  
2020/11/5 

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スポーツ協会 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２年１２月８日(火) － ９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 

※競技会に関することは、会場への問い合わせをしないこと。 

７．競技距離 

 女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

 男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

８．日程 

12月8日(火) 

 

開会式 

監督会議 

公式練習 

競技開始 

感染症拡大防止対策のため行いません。 

13：30 

14：00 ～15：30 

16:00 

①男子5000ｍ ②男子500ｍ ③女子500ｍ ④男子1500ｍ 

⑤女子1500ｍ 

12月 9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 

感染症拡大防止対策のため行いません。 
 

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) 国際スケート連盟スピードスケート競技規則（以下、「ＩＳＵ規則」という。）、日ス連スピード

スケート競技特別規則（以下、「規則」という。）並びに本要項による距離別競技とする。 

(2) トラックは、400ｍ標準ダブルトラックＣタイプとする。 

(3) 1000ｍ以上はカルテットスタート競技方法を採用する。 

(4) 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 棄権に伴う組の調整は代表者会議で行い、当該競技開始１時間前までの場合はＩＳＵ規則第245項

第１項に従って新たな組合せ及び滑走順を決定する。 

エ 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。 

 



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２年１１月２５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。 

16．競技者及び来場者は新型コロナウィルス感染症対策として以下を遵守すること。 

（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。 

① 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） 

② 同居家族や⾝近な人に感染が疑われる⽅がいる場合 

    ③14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２週間以内に新型コロナウィ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。 

（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３・４「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ィ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。 

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


（別紙１） 

第３４回長野県高等学校・中学校選抜スピードスケート競技会 

参  加  申  込  書 

 
※強化選手以外の選手はバッジテスト認定証の写しを添付すること。 

 

No. 

令和     年     月     日 

ふりがな        女 

 

 男 

登録番号 

（８桁） 
      

氏  名       バッジ級   級 

所  属 
（登録されているリザルト表記で記載のこと） 

      

住  所 
〒     -      

 

      

電  話      -      -      ファックス      -      -      

出場距離 500ｍ  1000ｍ  1500ｍ  3000ｍ  5000ｍ 

学校長承諾 
(中学生のみ) 

上記の者が参加することを学校長として承諾する。 

 学 校 名        

 学校長名       印  

 

親権者承諾 
(中学生のみ) 

上記の者が参加することを親権者として承諾する。 

 親権者氏名  印  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

参 加 料 振 込 明 細 書 

競技会名 第３４回長野県高等学校･中学校選抜スピードスケート競技会 

振込依頼日 令和       年       月       日 

振込依頼者氏名       

振込依頼者連絡先電話       -       -       

申込選手一覧 

 選 手 名 所 属  選 手 名 所 属 

1             11             

2             12             

3             13             

4             14             

5             15             

6             16             

7             17             

8             18             

9             19             

10             20             

計       名       円 
 



令和２年度長野県強化選手
（高校男子  ４９名）

1 山本　慶汰 佐久長聖（３） 27 鷹野　晴 市立長野（１）
2 中島　大輔 佐久長聖（３） 28 五味　春喜 岡谷南（３）
3 佐々木　蒼太 佐久長聖（３） 29 濱　　 圭裕 岡谷南（３）
4 齊藤　伊織 佐久長聖（３） 30 林　　 翔大 岡谷東（３）
5 小林　颯 佐久長聖（３） 31 北原　伊吹 岡谷東（２）
6 今井　寛人 佐久長聖（２） 32 吉江　祐哉 岡谷東（２）
7 櫻井　利正 佐久長聖（２） 33 酒井　応太 東海大諏訪（２）
8 井出　優哉 佐久長聖（１） 34 小松　遼奈 岡谷工業（２）
9 青柳　玲央 小海（２） 35 赤羽　僚介 岡谷工業（１）

10 朝田　練成 小海（２） 36 羽田野　幸宏 岡谷工業（１）
11 井出　雄斗 小海（２） 37 林　　 航輝 向陽（３）
12 伊藤　皐希 小海（２） 38 林　　 康生 地球環境（２）
13 篠原　征希 小海（２） 39 吉澤　翔 地球環境（1）
14 高見澤　匠冴 小海（２） 40 三井　晃太 都市大塩尻（３）
15 藤本　大輝 小海（２） 41 松本　一成 諏訪実業（３）
16 吉澤　柊威 小海（２） 42 松田　臣二 諏訪実業（２）
17 由井　翔貴 小海（１） 43 一本木　弘輝 松本県ヶ丘（３）
18 原　瑞樹 小海（１） 44 中村　虎太郎 須坂創成（１）
19 保科　健照 市立長野（３） 45 小水　大晟 須坂創成（１）
20 篠原　健人 市立長野（３） 46 田原　秀真 長野工業（２）
21 別府 亮士郎直泰 市立長野（３） 47 中村　龍太郎 長野工業（１）
22 渡邉　一冴 市立長野（２） 48 名取　雅治 NSクラブ
23 伊藤　武蔵 市立長野（２） 49 戸田　弦 松本深志（２）
24 原　風蔵 市立長野（２） 50
25 髙藤　歩 市立長野（１） 51
26 菊原　颯 市立長野（１） 52

（少年女子  ２６名）
1 柳沢　絢音 佐久長聖（３） 15 矢崎　愛佳 東海大諏訪（２）
2 菊池　美羽 佐久長聖（２） 16 外ノ池　彩恵 東海大諏訪（１）
3 荻原　優奈 佐久長聖（１） 16 小平　美優瑠 東海大諏訪（１）
4 高見澤　萌愛 小海（２） 17 宮川　鈴佳 長野東（３）☆
5 畠山　雪菜 小海（１） 18 西原　万葉 長野東（３）
6 生野　麻優 市立長野（３） 19 鈴木　花梨 須坂創成（１）
7 大川　あおば 岡谷南（３） 20 河野　菜々穂 伊那西（３）
8 野明　愛結 岡谷南（２） 21 日向　彩瑛 伊那西（２）
9 向井　彩和 岡谷南（１） 22 清水　叶華 伊那西（２）

10 野明　花菜 岡谷南（１） 23 牛山　莉奈 諏訪二葉（３）
11 福岡　歩里 東海大諏訪（３） 24 宮下　歩夢 岡谷東（１）
12 矢崎　萌夏 東海大諏訪（３） 25 北原　伊織 岡谷東（１）
13 近藤　杏菜 東海大諏訪（２） 26 今井　夕夏 岡谷工業（１）
14 宮坂　菜緒 東海大諏訪（２）



（中学Ａ男子１３名） （中学Ａ女子１１名）
1 今井　元希 南牧 ３年 1 新海　彩菜恵 南牧 ３年
2 佐々木　翔夢 南牧 ３年 2 倉坪　佑衣 岡谷西部 ３年
3 林　大剛 南牧 ３年 3 松澤　亜弥 下諏訪 ３年
4 原　暁津 川上 ３年 4 矢﨑　鈴佳 永明 ３年
5 今井　健晴 川上 ２年 5 大江　真以子 長峰 ３年
6 篠原　拓人 小海 ３年 6 賀来　春音 長峰 ３年
7 松本　叶夢 小海 ３年 7 花岡　澪桜 長峰 ３年
8 三井　翔太 上諏訪 ３年 8 平林　美優 長峰 ２年
9 松村　泰知 諏訪西 ３年 9 林　ひよな 茅野北部 ３年

10 志鷹　祐吏 茅野東部 ３年 10 宮坂　美紅 原 ３年
11 武田　來侍 鉢盛 ２年 11 宮川　笑佳 長野北部 ３年
12 清沢　天真 塩尻 ２年
13 雨宮　伊吹 市立長野 ２年

（中学Ｂ男２９名） （中学Ｂ女子２８名）
1 宮坂　樹 岡谷北部 ２年 1 遠藤　咲季 高瀬 ２年
2 小林　稔生 佐久穂 ３年 2 小林　栞菜 長峰 ２年
3 高柳　就一 軽井沢 ３年 3 菅野　帆菜 埴生 ２年
4 矢澤　泰紀 長野東北 ２年 4 那須　珠乃 高瀬 ３年
5 行田　煌惺 原 ３年 5 原山　あずさ 犀陵 ２年
6 小玉　隼人 軽井沢 ２年 6 矢島　華夏子 諏訪西 ２年
7 平林　龍友 長峰 ２年 7 宮下　心夢 諏訪南 ３年
8 篠原　孝平 小海 ２年 8 吉澤　葵 南牧 ２年
9 菊池　仁貴 南牧 ３年 9 鶴田　茜羽 川上 ２年

10 榊　夏惟 小海 ３年 10 北原　雅 諏訪 ２年
11 平林　優大 長野北部 ２年 11 花岡　澄珠 岡谷西部 ３年
12 濵　隆貴 岡谷北部 ３年 12 持丸　優香 永明 ３年
13 押田　陽人 塩尻 ２年 13 鈴木 和花 臼田 ２年
14 安孫子　夏希 犀陵 ３年 14 和田 咲菜 富士見 ２年
15 佐々木 凜 原 ３年 15 雨宮 月咲 長峰 ２年
16 髙藤 健吾 東御東部 ２年 16 池田　葵 長野東部 ２年
17 戸谷 京椰 諏訪 ３年 17 宮澤 明日香 岡谷西部 ３年
18 新海  大輝 南牧 1年 18 伊藤  杏 川上 1年
19 新海  晃平 南牧 1年 19 原  梨緒乃 川上 1年
20 高見澤  雅流 川上 1年 20 荻原  舞音 軽井沢 1年
21 山中  壇 川上 1年 21 野明  芽衣 下諏訪 1年
22 遠藤  吉朗 川上 1年 22 仲宗根  美緒 上諏訪 1年
23 村井　奏音 小海 1年 23 伊藤  瑞姫 永明 1年
24 武舎  亮佑 臼田 1年 24 熊崎  茜音 原 1年
25 太田  正清 下諏訪 1年 25 萩原　玲緒奈 原 1年
26 宮下  晴生 長峰 1年 26 植松　智子 茅野北部 1年
27 鷲尾  清龍 長峰 1年 27 那須  真琴 高瀬 1年
28 長岡  侑汰 茅野東部 1年 28 桃井　颯音 鉢盛 1年
29 武田  翔大 鉢盛 1年
30



（別紙３）

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた健康調査票【選手用】

〇以下の項目を記入し、受付に提出してください。

行事・競技会名：

実施日： 令和　　年　　　月　　　日
参加者氏名：

保護者氏名：

住　所：

参加者年齢： 歳

電話番号： （　　　　　　）

学校(所属所)名

今朝の体温： ℃

１　健康状態等について（最近２週間の体調） ※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　）

・・・・ （　あり　・　なし　）

※この名簿は上記目的以外の使用は致しません。大会から1か月程度で破棄します。

【長野県スケート連盟】

3　過去１４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、或いは、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

※ここに書かれた個人情報は、政府および自治体・保健所からの要請に基づき、新型コロナウイ
ルス感染者が出た場合の追跡調査に使用いたします。



（別紙４）
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた健康調査票【引率・保護者・大会役員　等】

〇以下の項目を記入し、受付に提出してください。

実施日： 令和　　年　　　月　　　日

行事・競技会名：

参加者氏名：

参加者の立場：　学校やチーム関係者 ・ 一般来場者 ・ 大会関係者 ・ その他（　             　）
【チーム名：　　　　　　　　】

住　所：

電話番号： （　　　　　　）

今朝の体温： ℃

１　健康状態等について（最近２週間の体調） ※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　）

・・・・ （　あり　・　なし　）

※この名簿は上記目的以外の使用は致しません。大会から1か月程度で破棄します。

【長野県スケート連盟】

3　過去１４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、或いは、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

※ここに書かれた個人情報は、政府および自治体・保健所からの要請に基づき、新型コロナウイ
ルス感染者が出た場合の追跡調査に使用いたします。
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