
第４６回 軽 井 沢 親 善 ス ケ ー ト 大 会  要項 

兼バッジテスト競技会 

 

 １  趣旨 

       この大会は、他校のスケート愛好児童との交流を深めることを目的とし、軽井沢・佐久両スケー

ト連盟の協力のもと、保護者会・育成会・父母会が連帯し合い総力を挙げて開催する大会です。 

 

 ２  期日      平成２７年２月１日（日） 

 

 ３  時間      午前８時００分～１２時５５分 

 

 ４  会場      軽井沢風越公園スケートリンク 

                                                   

 ５  主催      軽井沢東部小学校スケートクラブ保護者会 

 

 ６ 共催      軽井沢中部小学校スケートクラブ保護者会 

軽井沢西部小学校スケートクラブ保護者会 

御代田南小学校スケートクラブ育成会 

中込小学校スケートクラブ父母会 

軽井沢町教育員会 

 

 ７  主管      軽井沢親善スケート大会運営委員会 

           軽井沢スケート連盟 佐久市スケート連盟 

 

 ８  後援      御代田町教育委員会 佐久市教育委員会 小諸市教育委員会 

 

 ９  参加資格    軽井沢町・御代田町・佐久市・小諸市小学校スケートクラブ員 

 

１０  競技規定    日本スケート連盟スピードスケート競技規則・規定による 

 

１１  競技方法     シングルトラック（４００Ｍ）によるオープンタイムレースとする 

 

１２  競技種目    １００Ｍ ３００Ｍ ５００Ｍ １０００Ｍ １５００Ｍ オープンリレー 

 

１３  大会運営組織 

（１）顧問     御代田南小学校長             小林 正一 

軽井沢東部小学校長       人羅 善次郎 

軽井沢中部小学校長       原  英正 

軽井沢西部小学校長        鈴木 淳子 

中込小学校長          大貫 典子 

軽井沢スケート連盟会長      上原 正一 

佐久市スケート連盟会長      土屋利喜夫 

（２）参与        軽井沢町教育委員会教育長   荻原 勝 

御代田町教育委員会教育長     櫻井 雄一 

佐久市教育委員会教育長       楜澤 晴樹 

小諸市教育委員会教育長       栁沢 惠二 



（３）役員 

     大会長      軽井沢東部小学校保護者会長    小林 士郎 

         副大会長    軽井沢中部小学校保護者会長    大林 高基 

軽井沢西部小学校保護者会長    今野 明美 

御代田南小学校育成会長        小林 弘明 

中込小学校父母会長            高橋 重光 

（４）運営委員会 

大会長（１名） 副大会長（４名） 各校役員（１０名） 

各クラブ監督（６名） 

氷  連  （２名）    事務局（当番校３名） 

         ＊監督    軽井沢西部  茂木 照孝    軽井沢中部  宮澤 広樹 

                     軽井沢東部  齋藤 政幸    御代田南・小諸ＳＳＣ  川崎 圭一 

                     ＡＳＣ        飯島 久幸 ・ 朝田 志朗 

         ＊氷連      寺島 乾士  上原 茂人 

         ＊事務局    牧野遼太、齋藤政幸（軽井沢東部小） 小林士郎（軽井沢東部小保護者会長） 

 

１４ 運営役員 

総務係              齋藤政幸東部小 牧野遼太東部小 成澤路子東部小 

           中澤美和東部小 小玉里香東部小 

           冨澤ゆう子中部小 江夏直子中部小 

印刷配布係      ウォーカー美枝子東部小 荻原奈々中部小 羽鳥 裕子西部小 

競技役員係           上原 茂人  丸山 望 

１５  日程 

  ◎会場入り口で，参加費の５００円×参加人数を徴収。 

  （１）受付（８：００～）・公式練習        ８：００～ ８：４５ 

  （２）監督会議（記録室）             ８：１５～ ８：２５ 

① 日程確認   ② 欠席者確認 

  （３）競技役員・事務局打ち合わせ会       ８：３０～ ８：５０ 

① 大会長挨拶（小林士郎 軽井沢東部小学校スケートクラブ保護者会長） 

② 欠場者確認・諸注意（レフェリー） 

③ 各係ごとの打ち合わせ（各主任･･･スケート連盟） 

   （４）開会式（司会 当番校）        ９：００～  

開式の言葉 

大会長挨拶（小林士郎 軽井沢東部小学校スケートクラブ保護者会長） 

レフェリー注意（レフェリー） 

選手宣誓（軽井沢東部小学校 スケートクラブ長 小林大祐） 

諸連絡 

閉式の言葉 

  （５）競技                              ９：３０～１１：４０ 

① 女子５００ｍ 

② 男子５００ｍ 

③ 女子１００ｍ 

④  男子１００ｍ 

⑤ 転倒者再レース（５００ｍのみ） 

休憩・整氷 

⑥  女子３００ｍ 

⑦ 男子３００ｍ 



⑧ 男子１５００ｍ 

⑨ 女子１０００ｍ 

⑩ 男子１０００ｍ 

休憩・整氷 

⑪ オープンリレー 

   （６）閉会式 （司会 当番校）     １２：００～１２：２５ 

開式の言葉 

表彰式 

講評（人羅善次郎 軽井沢東部小学校長） 

レフェリー講評（レフェリー） 

諸連絡 

閉式の言葉 

  （７）反省会               １２：３０～１２：５５ 

     各校保護者会長，監督，事務局，スケート連盟代表 

 

１６  その他 

   （１）万一事故が起きた場合は，各校で手当をし，後の治療は各自で行う。 

   （２）駐車場は，アイスパーク駐車場及び風越公園内駐車場を利用してください。 

   （３）各校の児童待機場所は、アイスパーク２階「ふれあいホール」を使わせていただく予定。 

 

１７  参加費 

    １人 ５００円  （当日欠席による返金はいたしません） 

１８  大会記録 

      ５００Ｍ     ４年生以下 男子 土屋陽祐（ 佐久城山 ）   ４９秒４８（第２２回） 

             女子 土屋絵理（ 佐久城山 ）   ４９秒３４（第２５回） 

        ５年生  男子 市村 充（軽井沢中部）    ４５秒７３（第２３回） 

             女子 上原寿香（軽井沢西部）   ４６秒９２（第２４回） 

        ６年生  男子 市村 充（軽井沢中部）   ４３秒０８（第２４回） 

             女子 上原寿香（軽井沢西部）   ４５秒２６（第２５回） 

       ３００Ｍ     １年生        男子 髙柳就一（軽井沢東部）     ４１秒８９（第４４回） 

                                  女子  高橋侑花（ 中 込 ）      ４２秒１３（第４１回） 

                    ２年生        男子  櫻井利正（ 御代田南 ）      ４０秒９７（第４３回） 

                                  女子  高橋侑花（ 中 込 ）    ３５秒２２（第４２回） 

                    ３年生        男子  朝田錬成（ 青 沼 ）      ３４秒２７（第４４回） 

                                  女子  鈴木花梨（  田 口 ）      ３７秒４５（第４５回） 

                    ４年生以上    男子  大坪悦也（軽井沢西部）      ３７秒０２（第４０回） 

                                  女子  内河楓花（ 御代田南 ）    ４３秒０１（第４５回） 

       １００Ｍ     １年生        男子  新井優介（軽井沢東部）      １６秒９７（第４４回） 

                                  女子  武井咲良（ 御代田南 ）      １９秒４５（第４３回） 

                    ２年生        男子  平澤伸二郎（ 坂の上 ）      １６秒６４（第４１回） 

                                  女子  鈴木花梨（ 田 口 ）     １６秒３３（第４４回） 

                    ３年生        男子  渡邊 崚（軽井沢西部）      １６秒７８（第４１回） 

                                  女子  土屋実穂（軽井沢西部）      ２０秒８１（第４１回） 

   １０００Ｍ     ４年生以下 男子 佐々木蒼太（ 田 口 ）  １分５３秒７３（第４４回） 

                                  女子 高橋侑花（ 中 込 ）  １分４４秒０１（第４４回） 

              ５年生  男子 高橋勇気（ 中 込 ）  １分４１秒５２（第４２回） 

                                  女子 上原寿香（軽井沢西部）  １分３７秒６４（第２４回） 



              ６年生  男子 高橋勇気（ 中 込 ） １分３８秒５４（第４３回） 

                                  女子 上原寿香（軽井沢西部） １分３３秒９９（第２５回） 

   １５００Ｍ  ４年生  男子 松村優作（軽井沢中部）  ２分３７秒２６（第４１回） 

        ５年生  男子 荒井健太郎（佐久城山）  ２分３０秒７１（第２５回） 

        ６年生  男子 市村 充（軽井沢中部）  ２分２３秒０４（第２４回） 

＜参考記録＞ 

 ２０００Ｍリレー   ４年生以下 男子 軽井沢中部小      ３分３０秒７７（第２２回） 

                  女子 軽井沢西部小      ３分４７秒３２（第２３回） 

             ５年生    男子 軽井沢中部小      ３分１２秒２６（第２３回） 

                      女子 軽井沢西部小      ３分２９秒１０（第２２回） 

           ６年生   男子 御代田南小      ３分０８秒１７（第２１回） 

                                  女子 軽井沢西部小       ３分１８秒１３（第２３回） 
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