
 

第 58 回長野県中学校総合体育大会スケート競技会 要項 
 

１．主催   
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 

 

２．共催    

(公財)長野県スポーツ協会 長野県スケート連盟 長野市教育委員会 

 

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

 

４．主管   
長野県中学校体育連盟スケート専門部 長野市スケート協会 長野上水内中学校体育連盟 

 

５．会場   
長野市オリンピック記念アリーナ（エムウェーブ） 
 長野県長野市北長池 195  TEL：026－222－3300 
※競技会に関することは、会場へ問い合わせをしないこと。 
 
６．競技種目   
女子 500ｍ×2 1000m 1500m 3000m  
男子 500ｍ×2 1000m 1500m 3000m 5000m   

 

７．日程   
2020 年 1 月 6 日(月) 

開場･受付  10：00－10:40 
開会式   11：00－11：20 
代表者会議 11：30 
公式練習  12：40－13：10(ｽﾀｰﾄﾄﾗｲｱﾙ12:45～13:05予定) 
競技開始  13：40  ①男子500ｍ(1回目)    ②女子500ｍ(1回目) ③男子5000ｍ 

A aaaaaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa a         ④男子500ｍ(2回目)aaaa aaaaa aaaa aaaaa aaaaa aaaa aaaaa aa⑤女子500ｍ(2回目) 
ウォームアップ 17：15－17：55(予定)※競技⑤が終了後40分間 
競技開始  18：25  ⑥男子1500ｍ  ⑦女子1500ｍ  

 公式練習  なし 

2020 年 1 月 7 日(火) 

公式練習  12：40－13：10 
競技開始  13：40  ①男子1000ｍ    ②女子1000ｍ  
ウォームアップ 14：40－15：20(予定)※競技②が終了後40分間 
競技開始  15：50  ⑥男子3000ｍ  ⑦女子3000ｍ  

 閉会式   競技終了後(18：00 予定) 

※競技日程は、参加者数により変更する場合がある。ただし、男子 500ｍ(1回目)と男子 1000ｍのスタート時間

は変更しない。 

 

８．競技方法 

(1) 競技は 2019 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、400m 標準ﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯｸＣタイプを使用する。  
(3) 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。 

(4) 組み合わせについては、前年度の公認ベスト記録、第 33 回長野県スプリントスピードスケート選手権大会、 
第 68 回全信州スピードスケート選手権大会、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、 
第 21 回長野県中学校スピードスケート競技会中南信大会、第 21 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。 
 

(5) 1500ｍ、3000m、5000m、においてはカルテットスタート方式を採用する。また、1000m もカルテットス 



 

タート方式を採用する場合がある。 
(6) 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。 
(7) 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。  

 

９．表彰 

(1) 個人表彰はシード外選手も含めた各種目 3位までにメダルを、8 位までに賞状を授与する。 

(2) 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。 

(3) 学校別対抗の採点は、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。 

 

10．参加資格 

(1) 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。 

 

11．参加距離 

(1) 各距離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。 
(3) 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。 

 
12．参加申込  

(1) 参加を希望する学校は、一次申し込みとして別紙様式１(県中体連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ)を作成し、11 
月 21 日(木)までに大会事務局にメールで申し込む。 

(2) 本申し込みは別紙様式 2,3,19(県中体連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ)を作成し、12 月 16 日(月)17 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  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  FAX 026-292-7880  メール  hironari-kikuchi-01@nagano-ngn.ed.jp 
※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２でシード外選手に｢＊｣を記入すること。 
(3) 大会事務局への申込とは別に、JSF マイページ(https://www.skatingjapan,jp/maypage/)の競技会参加申込  

サイト(以下「サイト」という。)でも申し込むこと。JSFマイページからの締切は 12 月 17 日(日)正午とす

る。 

ア) 参加申 込に際しては 参加申込者のメールアドレスを入力し参加申込完了直後にサイトから自動送付 

される参加申 込受理の通知（以下「」という。）を受け取ること。この受理通知は参加申込にかかる 

疑義が生じた際確認するめ、代表者会議が終了するまで保存しておくこと。 

イ) 参加申込にかる疑義で受理通知が確認きない場合は参加申込締切時の参加申込状況により以後の処理 

を行うものとする。 

ウ) 参加申込締切前に参加申込の内容修正又は取り消しを行う場合はサイトで行うこと。この場合、ア)同 

様に受理通知をけ取ること。(サイトへのログンは、参加申込締切日の正午までとする。) 

エ) 参加申込締切後に参加を取り消す者は大会事務局へ必ず棄権届出書（別紙４）を提出すること。 

 

13．宿泊・御弁当について【斡旋業者】トップツアー 

(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 12 月 16 日(月)17 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 「ホテル：未定」価格：未定（シングル：1 泊朝食） 
◎弁当  価格：未定（お茶なし） 

(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こと。 

 

14．その他 

(1)監督及び引率 

https://www.skatingjapan,jp/maypage/)%E3%81%AE%E7%AB%B6%E6%8A%80%E4%BC%9A%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%94%B3%E8%BE%BC


 

ア) 引率者・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員※１とする。部活動指導員が引率・監督を務める場合

は、「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指示されている印を付け、必要事項を記入する。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。なお、部活動指導員は、他校の引率者及

び依頼監督にはなれない。 
※１ここでいう「部活動指導員」は学校教育法施行規則第 78 条の 2 に示されている者をいう。以下同じ。 

  イ) 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。 

 ウ) 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。 

 エ) 本連盟が主催する大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、 

トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・体罰・セクハラ等により、任命権者又は学校設置者から 

懲戒処分を受けていない者であること。なお、外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けて 

いないこととする。（左記については別に定める対応に準拠する） 

 

(2) 全国中学校スケート大会への出場権および申込み 

   ア) スピード競技については全国大会の予選会を兼ね、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。 

   イ) ﾌｨｷﾞｭｱ競技の全国大会の申し込みは、令和２年１月３日（金）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。 

(3) 大会中の事故等については応急処置のみとする。 

(4) 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。 

(5) 大会当日に、選手１人につき大会参加費２５００円(『参加納付書』を県中体連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞして 

持参してください)とプログラム代金１冊５００円の合計３０００円を受付で集めます。 

(6) 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。 

(7) 競技終了後の公式練習はありません。 

(8) 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 （ 三 陽  中 ℡ 026-243-6900 FAX 026-243-6956） 
中信地区････平田 浩一（豊 科 南 中  ℡ 0263-72-7860 FAX 0263-72-7870） 
東信地区････土屋 陽祐（ 臼 田  中 ℡ 0267-82-2139 FAX 0267-82-2217） 
南信地区････大堀 栄貴（ 岡谷東部中  ℡ 0266-27-8644 FAX 0266-27-8595） 


