第５５回長野県中学校総合体育大会スケート競技会

要項

１．ね ら い

本大会は中学校教育の一環として実施するもので、スケート競技技能の向上とアマチュアスポ
ーツ精神の高揚を重んじ、よって心身ともに健康な中学生の育成と中学生相互の親睦を図るも
のである。

２．主

催

長野県中学校体育連盟

３．共

催

(公財)長野県体育協会

長野県教育委員会

長野県市町村教育委員会連絡協議会

長野県スケート連盟

長野市

長野市教育委員会

４．後援・協賛

信濃毎日新聞社 (公財)信毎文化事業財団 ＮＨＫ長野放送局
NBS 長野放送 TSB テレビ信州 abn 長野朝日放送

５．主

管

長野県中学校体育連盟スケート専門部委員会

６．期

日

平成２９年１月６日（金）・７日（土）

７．会

場

８．競技種目

長野市

SBC 信越放送

長野市中学校体育連盟

エムウェーブ

＜男子＞500ｍ

1000m

1500m

3000m

5000m

＜女子＞500ｍ

1000m

1500m

3000m

９．競技日程
受付
１０：３０～
１月６日（金） 開会式
１１：３０～
代表者会議 １２：００～
公式練習
１３：００～１４：３０
競技開始
１５：００
①男子５００ｍ（１回目）②女子５００ｍ（１回目）③男子５０００ｍ
④男子５００ｍ（２回目）⑤女子５００ｍ（２回目）
⑥男子１５００ｍ ⑦女子１５００ｍ
公式練習 １３:００～１４:３０
１月７日（土） 競技開始 １５:００
①男子１０００ｍ ②女子１０００ｍ
③男子３０００ｍ
④女子３０００ｍ
閉会式（競技終了後）
10．参加資格
長野県中学校体育連盟に加入している中学校生徒で、当該中学校長が許可し、保護者の同意を得た者。
11．監督及び引率
(1) 監督は該当校の教員または校長とする。やむを得ず他校監督に監督を依頼する場合は長野県中学校総合体育大
会引率規程第５条に則り、学校長は必要な手続きを行う。その場合他校の監督に引率は依頼できない。
(2) 外部指導者（コーチ）に引率を依頼する場合は長野県中学校総合体育大会引率規程第２条に則り、学校長は必
要な手続きを行う。
(3)外部指導者（コーチ）は、男女各校２名を上限人数とし、出場校の校長が認めた者とする。所定の「指導者承認
書」に必要事項を記入し、参加申込の際に提出すること。
12．出場制限
(1) 各種目の人数制限は設けない
(2) １人２種目までの出場を認める。
※同一種目に、４名以上の選手を出場させる場合は、シード選手を３名指定すること。
13．参加申込
(1) 参加を希望する学校は、別紙様式５を作成し、一次申し込みを平成２８年度１１月１８日(金)までに大会事
務局にメールで申し込む。（メールが出来ない場合は、FAX 可）
(2) 本申し込みは別紙様式 1,2,4,19(県中体連共通)を作成し、平成２８年１２月１２日（月）午後５時迄に、
下記の県中スケート大会事務局まで申し込む。（期日厳守とする。）
〒388-8011

長野市篠ノ井布施五明３８０
県中スケート大会事務局
℡ 026-292-0244 FAX 026-292-7880 メール

篠ノ井西中学校内
菊池 浩成
hironari-kikuchi-01@nagano-ngn.ed.jp

※申込書は、男女別の一覧表と個人票を添えること。なお、女子は朱書きすること。
※一次申し込みは、参加予定選手の「氏名」「学年」「生年月日」「ﾊﾞｯｼﾞﾃｽﾄ級」「連盟登録番号」な
らびに引率予定者氏名を記入する。出場種目は必要ない。
※本申し込みで、シード選手を指定する場合は、様式１でシード選手の参加種目欄に S を記入すること。

14．競技審判規定
(1) 競技は２０１６年度日本スケート連盟ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技規則並びに本大会要項による。
(2) 競技は、ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯｸで行う。
15．競技方法
(1) 競技は全てタイムレースとし、全国大会出場(２０位)の予選を兼ねる。
(2) 競技は、400m 標準ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯｸＣタイプ(内径 26m、ﾄﾗｯｸ幅 4m)を使用する。
(3) 組み合わせについては、前年度の公認ベスト記録、及び第 30 回長野県高等学校･中学校選抜スピードスケート
競技会、第 18 回長野県中学校スピードスケート競技会中南信大会、第 18 回長野県中学校スピードスケート競
技会東北信大会におけるベスト記録を用いたランキングに基づいて組み合わせを行う。ただし、同じ組に同一
校の選手が入らないように調整するが、同カルテットは調整しない。また、同タイム及びランキングに該当す
る記録がない選手は、主催者の責任抽選とする。さらに、棄権者が出た場合は、それ以前の組の組み合わせを
全て変更する。
(4) 1500ｍ、3000m、5000m、においてはカルテットスタート方式を採用する。
(5) シード選手の変更は、代表者会議時及び競技当日の競技前の公式練習終了時まで受け付ける。シード選手変更
用紙(代表者会議時には不要）に必要事項を記入の上、大会本部に提出する。
(6) 500m は、出走者全員が 2 回の滑走を行い、合計タイムにより順位を決定する。
16．表 彰
(1) 団体表彰は、男女別に総合８位までに賞状を、優勝校にはカップを授与する。なお、同点の場合は上位入賞者
の多い方を上位とする。
(2) 個人表彰は各種目３位までにメダルを、８位までに賞状を授与する。
17．採点方法
採点は各種目とも各校のシード選手を対象として上位８名に、１位８点，２位７点，３位６点，４位５点，５位
４点，６位３点，７位２点，８位１点を与える。同順位は、該当する順位点をたして同順位者数で割った点を与え
る。
18．宿泊の申し込み
(1)宿泊を希望する選手・監督・引率者・保護者は宿泊申込書（様式 4）に必要事項を記入の上、大会事務局へ申
し込む。 申込期限 平成２８年１２月１２日（月）５時までとする。期限厳守とする。弁当のみも受け付け
ます。
(2)宿泊料金等
◎選手・監督・引率者・保護者 ７０００円（予定）
◎弁当
７００円(予定)
(3)宿泊先については、事務局が旅行業者へ依頼をして割り振りを行います。各校へは、後日旅行業者より連絡が
いきます。
(4)宿泊人数等の変更、または問い合わせなどは、宿泊日の１週間前までに旅行業者へ連絡をとる。
19．全国中学校スケート大会への出場権および申込み
(1) スピード競技については、全国大会の予選会を兼ねる。各種目においてシード選手を対象とし、上位２０位ま
での選手に全国大会の出場権を付与する。スピード競技の全国大会の申し込みは、県中スケート大会期間中に
行う。
(2) ﾌｨｷﾞｭｱ競技の全国大会の申し込みは、平成２９年１月５日（木）正午までに長野県中体連事務局宛（長野市立
柳町中学校内）に申し込む。
20．そ の 他
(1)大会中の事故等については応急処置のみとする。
(2)プログラムは、全参加選手が１人１冊購入してください。また、各校には１冊配布します。
(3)プログラム代金１冊５００円と大会参加費１人１５００円の合計２０００円を開会式当日の受付で集めます。
(4)各校の引率職員は運営役員を分担してもらいます。申し込み用紙の所定のらんに氏名を記入してください。
(5)競技終了後の公式練習はありません。
(6)個人情報の取り扱い（利用目的）
大会の主催者は，個人情報保護に関する法令を遵守し，日本中学校体育連盟個人情報保護方針・規定に基づき，
取得する個人情報について適正に取り扱う。
また，取得した個人情報は，競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編制及び作成・ホームペー
ジ掲示板・報道発表・記録発表（記録集）等，その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加
する選手はこれに同意する。
[本競技会についてのお問い合わせ]
本競技会についての問い合わせは大会事務局または各地区の県中体連専門委員へ連絡をしてください。
北信地区････中山
武 （ 犀 陵 中 ℡ 026-221-8686 FAX 026-221-1783）
中信地区････太田
稔 （ 鉢 盛 中 ℡ 0263-99-2501 FAX 0263-99-2635）
東信地区････石原 大暉（ 小 海 中 ℡ 0267-92-2740 FAX 0267-92-4883）
南信地区････土屋 陽祐（ 岡谷西部中 ℡ 0266-22-3461 FAX 0266-22-3409）

競

技

日

程

表

選手･監督･コーチ：１０：００（北側入り口）

６日

保護者･応援者：１０：００（南側２F入り口）
※保護者・応援者は、公式練習が始まるまで１Fへは降りられません。

〈開場時間〉

選手･監督･コーチ：１０：００（北側入り口）

７日

保護者･応援者：１０：００（南側２F入り口）
※保護者・応援者は、公式練習が始まるまで１Fへは降りられません。

６日

１３：００ ～ １４：３０ （整氷 １３：４０ ～ １３：５５）
①１３：００～１３：４０（５００ｍ出場者と５０００ｍ出場者）
②１３：５５～１４：３０（１５００ｍ出場者と５０００ｍ出場者）

〈公式練習〉

スタートトライアル ①１３：２０～１３：３５
７日

日 順序 区分
1 男子

②１４：１０～１４：２５

１３：００ ～ １４：３０ （整氷 １３：４０ ～ １３：５５）
①１３：００～１３：４０（１０００ｍ出場者）
②１３：５５～１４：３０（３０００ｍ出場者）
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３Ｑ後 中間整氷
整氷15分

１
月
６
日
(
金

4

男子

500m② 15P

Ｄ
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～
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Ｄ
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第５５回長野県中学校総合体育大会冬季大会スケート競技会
＜チームインフォメーション＞
長野県中体連スケート専門部
１

大会開催に関する事項
この大会は、長野県中学校体育連盟規約のもと、長野県中学校体育連盟・長野県教育委員会・長野
県市町村教育委員会連絡協議会主催、長野県中学校体育連盟スケート専門部委員会・長野市中学校体
育連盟主管により開催されます。以下のことについてご協力お願いします。
(1) 公式練習と競技の最中は、看護師が待機して、その場での処置、対応をしますが、各学校で対応
ができるようにしてください。特に監督を他校に依頼して、外部指導者が引率をする学校は外部
指導者を通じて連絡がすぐに取れる体制をとってください。
(2) 貴重品の管理は、各自で行ってください。
(3) 館内の物品破損に関しては、破損者本人に弁済していただきます。
(4) 個人情報に関しては、要項にしたがって取り扱います。

２

会場使用等について
(1) 受付は、北側入り口のホールで行います。
(2) 選手･監督･コーチの出入り口は北側とし、保護者･応援者の出入り口は南側２F とします。また、
保護者･応援者は公式練習が始まるまで１F に下りてこないようにして下さい。
（南側食堂サンタハウスの使用も１３時からとします。
）
(3) 駐車場は南側駐車場を中心に東側、西側の駐車場を利用してください。北側駐車場は役員の駐車場
とします。また、地下駐車場は利用できません。
(4) 開会式・代表者会議・閉会式は、大会議室で行います。
(5) 選手控え室は、男子が大会議室(110･111･112)の半分、女子がロッカールーム(13･14･15･16･17･18）
とします。ただし、男子の控室については、開会式・代表者会議、閉会式のときには、全体的に後
ろ側で狭くなっていますがご承知おきください。また、控え室に保護者が入らないようにしてくだ
さい。女子の割り振りについては、当日の掲示を見てください。毛布等の荷物は、すべて、それぞ
れの日に持ち帰ってください。
(6) 地下トレーニングルームの利用は禁止します。
(7) リンクサイドの自転車エルゴメーターの使用は可能ですが、指導者の指導のもと適切に利用してく
ださい。数に限りがあり、また一般競技者が使用することもあります。譲り合って使用してくださ
い。また、自校のエルゴメーター等を持ち込んで使用する場合は、東側エントランスで使用してく
ださい。
(8) スケート靴の研磨は、東側エントランスで行って下さい。控室等で行わないようにして下さい。
(9) 応援は、リンクサイドまたは２階スタンドで行ってください。ただし飲食は厳禁です。また、マッ
トへは乗らないようにご指導お願いします。リンクサイドでは、競技運営上立ち入りができない箇
所がありますので、指示に従ってください。
(10) 飲食は、南側食堂(サンタハウス)で行ってください。他の選手や一般の方が入ってくる時間と重
なる場合があります。テーブルや荷物を置いての占有はおやめください。また、リンクサイドにテ
ーブルを出しての占有は禁止します。
(11) ゴミはお持ち帰りください。
(12) 選手は、地下駐車場および２階スタンドでのランニングは行わないでください。また、リンク
内側でのランニングは、競技運営に支障がある場合には禁止します。
(13) スケートの脱着は、選手はリンクの内側からのみ、コーチは内側または外側どちらからでもか
まいませんが、リンク内および氷上に立ったままでの指導はおやめください。
(14) 内側ホッケーリンクのフェンスは設置したままで競技を進めます。

３

競技に関する注意事項
(1)
(2)

４

アップレーンにおける競技中のアップは、当該競技に出場する選手のみとする。整氷中について
は、次に行われる競技に出場する選手のみとする。
公式練習の時間については、競技日程をご覧ください。

第３７回全国中学校スケート大会参加に向けて

(1) 申込受付は、１月６日（金）７日（土）に随時受け付けます。１月６日に決定した学校はできる
だけ早く申込を済ませて下さい。競技終了時刻が遅くなっています。できるだけ早く申し込みが
できるようにご準備下さい。
(2) 各校では、２学期中に申込書類をコピーまたはプリントアウトをして、職印が必要な書類につい
ては、学校名、学校長名を記入し、職印を頂いておいてください。
(3) 申込書類は、第３７回全国中学校スケート大会ホームページよりダウンロードできます。
http://skating-nagano.o.oo7.jp/kakusyuyokoyoushiki.html
「全中スケート」で検索してみてください。
(4) 必要書類は
様式１
学校申込書(男子・女子) (職印)
様式２
個人申込書
様式８
学校別参加申し込みおよびプログラム・大会報告書 (職印)
様式１３ 外部指導者(コーチ)確認書(校長承認書)(必要な学校) (職印)
様式１４ 全国中学校体育大会引率者・監督報告書(必要な学校) (職印)
(5) 様式１を元に、様式３の作成を専門部で行います。県中スケート大会の申し込みと同じ順序で選
手の名前を記入して頂ければ、様式３のデータあるいは紙での提出は必要ありません。
(6) 監督の先生方は、ご自分の認め印（様式１などに利用したもの）を持参しておいてください。受
付の際訂正があった場合に必要です。
(7) この申し込み以外に宿泊の申し込みが必要です。長野県選手団として行動をしますので、全体で
宿泊をします。必ず指定の旅行業者（㈱ＪＴＢ中部 長野支店）に宿泊の申し込みをしてくださ
い。上記のホームページから様式はダウンロードできます。
申し込み締め切りは平成２９年 １月１９日（木） １７:００ 必着です。
(8) 全国大会の申込時に、シャトルバスのバス代 4000 円を集金します。長野県選手団で使用するシャ
トルバスなので、全国大会に出場する選手全員から集金を行います。
支払方法は、１月７日の 15:00～19:00 の時間帯に㈱JTB 中部長野支店さんが競技本部にいます
ので、直接 JTB さんに支払って頂きます。ご準備をお願い致します。
(9) 開会式、閉会式等では、長野県選手団のウィンドブレーカーを着用します。県大会当日に南側入
り口付近で販売をしていますので購入しておいてください。昨年度までのものと同じですので、
もっていない選手のみの購入でよいです。
５

その他
(1) 表彰は、タイムテーブルに記載された時間に、リンク中央で行います。入賞した選手は、すぐに
集合できるようにしてください。
(2) 昼食の弁当の配布は、北側入り口ホールで行います。
(3) 引率の先生で運営役員（総務）に委嘱された先生は、大会運営にご協力ください。
(4) １月５日の練習時間についてお知らせします。①6:30～8:45（連盟登録の時間）②9:00～12:00
（NTC の時間で選抜大会の権利保持者のみ滑走可能）となっております。
(5) 本競技会について、会場の M ウエーブに問い合わせないこと。お問い合わせは下記の事務局まで
お願いします。
〒388-8011

長野市篠ノ井布施五明３８０
篠ノ井西中学校内
県中スケート大会事務局
菊池 浩成
℡026-292-0244 携帯090-1829-6426 メール hironari-kikuchi-01@nagano-ngn.ed.jp

