
 
第５９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 長野県教育委員会 長野県市町村教育委員会連絡協議会 
 

３．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 
 

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 SBC 信越放送  

        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 長野市スケート協会 長野上水内中学校体育連盟 
 

６．会  期  令和３年１月６日（水）・７日（木） 
 

７．会  場  エムウェーブ（長野市オリンピック記念アリーナ） 
〒381-0025 長野県長野市北長池 195 ℡ 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。 

 

８．競技種目  ＜男子＞500ｍ×2 1000m 1500m 3000m 5000m   

＜女子＞500ｍ×2 1000m 1500m 3000m  
 

９．競技日程 

１月６日（水） 

開場･受付  １０：００～ 

開始式   １１：００～  

代表者会議 １１：３０～ 
公式練習  １２：３０～１３：１０(ｽﾀｰﾄﾄﾗｲｱﾙ12:45～13:05予定) 
競技開始  １３：４０ 

①男子５０００ｍ②男子５００ｍ（１回目）③女子５００ｍ（１回目） 
Ｗ－ＵＰ（１５００ｍ出場者のみ ４０分間） 

④男子５００ｍ（２回目）⑤女子５００ｍ（２回目）⑥男子１５００ｍ  ⑦女子１５００ｍ   

１月７日（木） 

開場   １０：００ 
公式練習 １２：３０～１３：１０ 

競技開始 １３：４０ 

①男子１０００ｍ  
Ｗ－ＵＰ（３０００ｍ出場者のみ ４０分間） 

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) 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。 

  (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。 
 

 (4)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） 
 

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、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、１

１月２０日(金)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１４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マイページからの申込は 12 月 14 日(月)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「受理通知」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ため、代表者会議が終了するまで保存しておくこと。 

イ) 参加申込にかかる疑義で受理通知が確認できない場合は、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 

様に受理通知を受け取ること。(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連絡をすること。 
 

14．競技審判規定 

  (1) 競技は２０２０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、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、第 22 回長野県中学校スピードスケート競技会中南信大会、第 22 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) 1000m、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、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。 
 

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．御弁当について【斡旋業者】JTB 長野支店(℡026-227-5432 FAX026-227-9755) 

    (1)今大会は宿泊の斡旋を行わない。 
(2)御弁当を希望する選手・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 14 日(月)17 時までとする。 

    (3)御弁当料金等                                                                            
◎弁当 ８００円（お茶なし） 

    (4)御弁当の個数変更やアレルギー等の相談は、大会１週間前までに斡旋業者と直接連絡を取ってください。 
19．全国中学校スケート大会への出場権および申込み 

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
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


 
 (1) 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。 
  (2) ﾌｨｷﾞｭｱ競技の全国大会の申し込みは、令和３年１月４日（月）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．式典について 

 (1)開会式は行いません。前年度優勝校は、優勝杯を大会本部へお持ちください。その際に、レプリカをお渡し

します。 

 (2)表彰式 

   a これまで通りリンク内中央で行います。 

   b 表彰を受ける選手はマスクを着用して参加してください。 

 (3)閉会式は行いませんが、ベストマナー賞と学校対抗の表彰式をリンク中央で行います。競技終了後に、ベス

トマナー賞の受賞者と学校対抗の結果を放送します。ベストマナー賞受賞者と学校対抗入賞校の代表者（優

勝校は 2名）は放送終了後にリンク中央にお集まりください。 
 

21. 新型コロナウイルス感染症拡大防止関係 

 (1)大会参加にあたって、参加選手及び引率者は大会参加者健康チェックシート（県中体連ホームページよりダ

ウンロード）に毎日の体調を記録し、引率者に提出し体調管理を徹底すること。 

 (2)引率者は会場入場にあたって、大会参加者健康チェックシートを基に大会参加者健康管理一覧表（県中体連

ホームページよりダウンロード）を作成し本部へ提出すること。（同日の入場に際しては１回のみ提出） 

 (3)大会参加者健康チェックシートの項目に該当する場合は、参加についてご相談ください。 

(4)引率者は、会期中にこまめに参加者に声をかけ、体調の確認を行うこと。 

 (5)大会期間中は、マスクを持参し競技等の実施や食事以外の時には着用すること。 

 (6)こまめな手洗いや手指消毒を行うこと。また、手洗いを行うためのタオルを各自で持参すること。 

 (7)他の大会参加者や大会スタッフとの距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること。 

 (8)大きな声での応援や会話、対戦相手・大会スタッフとの握手、仲間と手を繋ぐ、肩を組む、ハイタッチ等の

行為はしないこと。 

 (9)大会参加者の体調不良や救急搬送の事態が発生した場合、速やかに保護者の同意や意向聴取等がとれるよう

連絡体制を整えておくこと。 

 (10)大会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに報告を行

い、濃厚接触者等の有無についても報告すること。 

 (11)会場内で観戦できるのは、同居の家族と学校関係者のみとします。（以下、観客とする） 

(12)観客は、会場入場前に各自で体調の確認（検温等）を行い、観客用健康チェックシートに必要事項を記入し、

会場入場時に所定のボックスに提出してから入場すること。（同日の入場に際しては１回のみ提出）また、

観客用健康チェックシートの項目に該当する場合は会場への入場をご遠慮頂きたい。 

 (13)主催者は、本大会に関わる全ての人の新型コロナウイルス感染症に対するいかなる責任を負わない。 
 

22．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)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。 

 (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 （ 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････中柴 良祐（ 岡谷東部中  ℡ 0266-27-8644 FAX 0266-27-8595） 


