
第47回長野県ジュニアスピードスケート競技会東北信大会(案) 

要   項    

2021.11.23 作成 
１．主催 

長野県スケート連盟 

２．後援 (予定) 

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

公益財団法人長野市スポーツ協会 株式会社エムウェーブ 

３．主管 

長野市スケート協会 

４．期日 

 令和 ４年２月６日（日） 

５．会場 

長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 

長野市北長池 195  TEL：026-222-3300 

６．競技種目 

女子 小学６年女子 500ｍ 

小学３年女子 500ｍ 

小学女子 1000ｍ 

小学５年女子 500ｍ 

小学２年女子 500ｍ 

小学女子 2000ｍリレー 

小学４年女子 500ｍ 

小学１年女子 500ｍ 

男子 小学６年男子 500ｍ 

小学３年男子 500ｍ 

小学男子 1000ｍ 

小学５年男子 500ｍ 

小学２年男子 500ｍ 

小学男子 1500ｍ 

小学４年男子 500ｍ 

小学１年男子 500ｍ 

小学男子 2000ｍリレー 
 

７．日程 

開  場 

受  付 

公式練習 

代表者会議 

開 会 式 

競技開始 

7:15  南２階観客入場口（南１階からは入場できません） 

7:30  代表者のみ(南 2階観客席入口付近) 

7:45～8:15 5・6 年生  8:15～8:45 3・4 年生  8:45～9:10 1・2 年生   

8:30  多目的室（1 階北側） 

9:20  開会式は行わずリンク中央にて開始式実施（選手は観客席にて） 

10:00 
 

８．参加資格 

長野県内の小学校に在学する児童であること。 

９．参加制限 

(1) 女子・男子とも、１名２距離以内の選択とし、1 種目は 500m とする。(リレー競技を除く) 

(2) 500ｍは出場制限をしない。 

(3) 男子 1000ｍ及び男子 1500ｍは、４年生以上であること。 

(4) 女子 1000ｍは、４年生以上であること。 

(5) リレー競技は、各学校１チームのエントリーとし、１チーム６名以内とする。 

(6) 各距離とも補欠は認めない。 

10．競技方法 

(1) 公益財団法人日本スケート連盟シングルトラックスピードスケート競技規則（以下「規則」という。）

及び本大会要項による。 

(2) トラックは、規則に定める標準シングルトラックＣタイプとする。 

(3) 競技はオープンタイムレースにより順位を決定する。 

(4) 組合せは､事務局責任抽選方法で行う。（コース抽選は行わない） 

11．表彰 

女子・男子とも、各距離１位から３位までの者に賞状及びメダルを、４位から６位までの者に賞状を授

与する。 

12． 参加申込 

所定の参加申込書(別紙１)に当該学校長の承諾印を捺印して申し込むこと。 

(1) 申込締切日   令和 ３年１２月２４日(金) 午後５時必着 

(2) 申込先   〒381-0025長野市北長池 195 番地  (株)エムウェーブ内 

長野市スケート協会事務局 

TEL：026-267-0288  FAX：026-267-0289 

E-mail：info@skating-nsa.jp  

 

 

mailto:info@skating-nsa.jp


(3) 参加料 銀行振込とし、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。 

１名 3,000 円(保険料を含む) 

振込先： 八十二銀行南長池支店 普通 １４８７３６ 

長野県ジュニアスピードスケート競技会 事務局代表 渡辺
わたなべ

 勇
いさむ

 

(4) 申込書には下記の書類を添付すること。不完全な申し込みは受理しない。 

       別紙１）大会参加申込一覧表 

別紙２）競技会参加承諾書 

       別紙３）参加料振込明細書 

(5)参加申込み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。 

(6) 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。 

13．新型コロナウイルス感染症対策について 

● 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 

    ③ 14 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・ウォームアップ・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こと。 

(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こと。 

(8) 当日の南 2 階観客入場口で入場前に、選手・引率者及び来場者は全員検温を行うこと。 

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・引率者及び来場者全員がそれぞれ一人ずつ健康調査票を提出すること。 

（健康調査票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） 

(9) 受付票を渡しますので再入場の際は受付に提示して入場すること。 

(10) 会場内での応援席について混乱を避けるため各地区への割り付けを行う。座席は十分にあるので、

会場入り口や会場内で絶対に走らないこと。 

● 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。 

14．その他 

(1) 大会中（７．の全日程）の事故等については、応急処置のみとし責任は負わない。 

(2) 本大会はバッジテストを併用する。(受付は競技終了時までとする) 

(3) 各学校の代表者は、代表者会議に必ず出席すること。 

(4) 競技中は、競技者以外(監督、選手、保護者)はリンクに出られない。 

    スケート靴の脱着はリンク外側で行い、リンク内側では行わないこと。 

(5) 大会参加については、保護者が責任をもって引率すること。 

(6) 本競技会における優秀選手は、長野県教育委員会主催の「スワンプロジェクト」に長野県スケート連

盟より若干名を推薦する。本競技会で６位以内に入賞した選手でスワンプロジェクト参加希望者は、

長野県スケート連盟事務局まで連絡のこと。なお、スワンプロジェクトの詳細については下記ＵＲ

Ｌで確認のこと。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/swanproject.html 
 

注意事項 

(1) 暖房器具の持込はできない。 

(2) 会場内は指定場所以外の飲食・喫煙はできない。 

(3) ゴミ・空き缶等は各自持ち帰ること。 

(4) 一般・保護者・応援者は二階観覧席を利用すること。 

(5) 駐車場は、北駐車場(オリンピックミュージアム用)以外を利用すること。 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/sports-ka/swanproject.html
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1F⇔2F階段

1F⇔2Fエレベーター

1F⇔2F
階段

■2F観覧席レイアウト【チーム座席割】
第47回長野県ジュニアスピードスケート競技会・東北信大会
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●入口は２Ｆ入場口のみとし１Ｆ入口は使用しない。
●選手・監督・コーチ・保護者・一般観客はすべて２Ｆ入場口より入場すること。
●１Ｆ⇔２Ｆのアクセスはエレベータ及びサンタハウス階段 南西階段などで行う。
●チーム受付は2F入場口近辺で実施する。
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表彰式会場


