
三笠宮賜杯 第63回中部日本スケート競技·アイスホッケー競技大会 

大  会  要  項 

 

平成26年9月7日 

 

１．主 催  中日新聞社 

愛知・石川・岐阜・静岡・富山・長野・新潟・福井・三重・山梨 各県スケート連盟 

愛知・石川・岐阜・静岡・富山・長野・新潟・福井・三重・山梨 各県アイスホッケー連盟 

（県名は50音順、以下同様） 

 

２．後 援  愛知・石川・岐阜・静岡・富山・長野・新潟・福井・三重・山梨 各県教育委員会 

愛知・石川・岐阜・静岡・富山・長野・新潟・福井・三重・山梨 各県体育協会 

公益財団法人日本スケート連盟、公益財団法人日本アイスホッケー連盟 

岡谷市、公益財団法人岡谷市体育協会 

 

３．協 賛  岡谷市やまびこスケートの森、岡谷市やまびこ国際スケートセンター、株式会社エムウェーブ 

 

４．協 力  公益財団法人ながの観光コンベンションビューロ 

 

５．主 管  長野県スケート連盟、富山県アイスホッケー連盟 

 

６．種 別  スピードスケート競技会、フィギュアスケート競技会、アイスホッケー競技会 

 

７．期 日  スピードスケート競技   平成２７年２月 ７日(土)～２月 ８日(日) 

アイスホッケー競技    平成２７年２月２１日(土)～２月２２日(日) 

フィギュアスケート競技  平成２７年３月 ７日(土)～３月 ８日(日) 

 

８．会 場  スピードスケート競技   岡谷市やまびこ国際スケートセンター 

長野県岡谷市内山4769－14    TEL：0266-24-5210 

アイスホッケー競技    長野市ビッグハット 

長野県長野市若里3丁目22番2号  TEL：026-223-2223 

フィギュアスケート競技  岡谷市やまびこスケートの森アイスアリーナ 

長野県岡谷市内山4769－14    TEL：0266-24-2494 

 

９．競技方法  (1) 各種別の順位点及び参加点の合計点により順位を決定する県別対抗とする。 

合計点が同点の場合は同順位とし、次位は欠位とする。 

        ① 各種別の順位に基づき、１位６点、２位５点、３位４点、４位３点、５位２点、６位１点の順位

点を与える。 

        ② 各種別への参加県には、参加点0.5点を与える。 

(2) 各種別の競技方法は別に定める要項のとおりとする。 

 

10．表 彰  (1) 合計点１位の県に、三笠宮賜杯（持ち回り）を授与する。ただし、１位の県が複数生じた場合は三

笠宮賜杯を共有する。なお、総合成績が６位までの県に賞状を授与する。 

(2) 各種別競技で１位の県に優勝杯（持ち回り）を授与し、各種別及び距離の３位までに賞状を授与す

る。 

11．参加資格 (1) 各種別とも、所属県は次のとおりとする。 

        ① 現住所または公益財団法人日本スケ－ト連盟及び公益財団法人日本アイスホッケー連盟への登

録県のいずれかとする。 

        ② 大学生にあっては、出身高校所在県又は公益財団法人日本スケ－ト連盟、公益財団法人日本アイ

スホッケー連盟への登録県とする。 



        ③ 第69回国民体育大会に出場した者は、その所属と同一県とする。 

 

(2) スピードスケート競技・フィギュアスケート競技 

         本年度の公益財団法人日本スケート連盟登録競技者で、次の各号に該当する者 

①  中学生（学校教育法第１条に定める学校に就学する生徒及び各種学校に通学する当該年齢相当の

者）以上の者。ただし、中学生の参加に際しては、各県において親権者の同意書及び健康診断書を

提出させることとする。 

        ② 公益財団法人日本スケート連盟バッジテストＣ級以上の者及び各県で相当と認めた者 

 (3) アイスホッケー競技 

            本年度、公益財団法人日本アイスホッケー連盟の登録競技者で、高校生以上の者 

 

12．参加申込 (1) 本大会実行委員会より送付した参加申込書(正)に、参加料振込依頼書の写しを添えて申込むこと。

ただし、アイスホッケー競技については、参加申込書を(副)にも送付すること。 

         なお、申し込みについては、選手団本部及び種目ごと全て、下記アドレス（正）までメールに添付

して送付すること。 

 

(2) 申込期限  平成２７年１月９日(金)  午後５ 時 必着 

(3) 申込先 

  （正） 三笠宮賜杯第63回中部日本実行委員会 

               〒394-0055 長野県岡谷市内山4769－14 

                 長野県スケート連盟事務局内 

             TEL：0266-24-3110  FAX : 0266-24-3113 

E-mail： info@skating-nagano.com 

 

         （副） 富山県アイスホッケー連盟事務局 

     〒930-0212 富山県中新川郡立山町沢端264 

             TEL：076-463-0504  FAX：076-463-0504 

                 E-mail： sakabe.shoshin@ryukokutoyama-h.ed.jp 

 

(4) 参加料及び負担金は次のとおりとし、銀行振込で納めること。 

        ① 参加料 

         ア、スピードスケート競技及びフィギュアスケート競技 

監督・コーチ・選手１人につき5,000円 (役員の参加費は徴収しない。) 

         イ、アイスホッケー競技           １県 95,000円 

        ② 負担金 

         ア、 本大会のスピード・フィギュアの開催ローテンションに入っていない県（静岡、石川、富山、

新潟、福井、三重の各県）は、負担金を徴収する。（参加者の有無を問わず負担する。） 

負担金の額      １県 30,000円 

         イ、 アイスホッケー連盟は、スケート連盟へ本部運営を委託するための負担金を徴収する。 

             負担金の額      １県 10,000円 

 

       ③ 振込先 

ア、スピード・フィギュアスケート競技 

           金融機関名：八十二銀行 岡谷支店 

            口座：普通預金 ７６９４７９ 

            名義：長野県スケート連盟大会費 

 

イ、アイスホッケー競技 

金融機関名：北陸銀行 県庁内支店 

            口座：普通預金 ４１５０４４５ 

            名義：富山県アイスホッケー連盟 

mailto:sakabe.shoshin@ryukokutoyama-h.ed.jp


13. 宿 泊  各種別要項により各県で手配すること。 

 

14．その他  (1) 開会式はスピードスケート競技会、閉会式はフィギュアスケート競技会で行なう。 

(2) 各県とも、参加者全員傷害保険等に加入すること。 

(3) 大会期間中（各種別要項に定める全日程）の事故等については、応急処置のみとし、その責任は負

わない。 

 

15． 問合せ先 

全般 

  三笠宮賜杯第63回中部日本実行委員会 

            長野県スケート連盟事務局 

〒394-0055  長野県岡谷市内山4769－14 

         事務局次長  長尾 恒一 

TEL：0266-24-3110   FAX：0266-24-3113 

E-mail : info@skating-nagano.com 

 

スピードスケート競技・フィギュアスケート競技 

同上 

 

アイスホッケー競技 

富山県アイスホッケー連盟 

〒930-0855 富山県富山市赤江町 2-10 龍谷富山高校内 

                     総務委員長  坂部 勝心 

              TEL：076-441-3141   FAX：076-441-3645 （携帯 090-8968-4734） 

              E－mail：sakabe.shoshin@ryukokutoyama-h.ed.jp 

 

 
  

tel:0266-24-3110
mailto:info@skating-nagano.com


三笠宮賜杯 第 63回中部日本スケ－ト競技·アイスホッケー競技大会 

スピードスケート競技要項 

 

１．競技距離   スピード競技（2種別） 

男子 500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・5000ｍ・2000ｍリレー 

女子 500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ・2000ｍリレー 

 

２．日 程 

2月7日(土) 

 

受付 

公式練習 

開会式 

監督会議 

 

 

15:00（岡谷市やまびこ国際スケートセンター 入口） 

16:30～17:30 

18:00（同上センター内） 

18:30（同上会議室） 

＊組合せ抽選会…事前抽選（開催県が責任を持って事前に組合

せ抽選を実施） 

2月8日(日) 公式練習 

競技開始 

 

 

 

終了式 

6:30～7:30 

8:00～  

女子500ｍ・男子500ｍ・女子3000ｍ・男子5000ｍ・女子1000ｍ・

男子1000ｍ・女子1500ｍ男子1500ｍ・女子2000ｍリレー・男子

2000ｍリレー 

競技終了後（岡谷市やまびこ国際スケートセンター内） 

 
 

３．競技方法   (1) 一周 400ｍダブルトラックレースとし、タイムにより順位を決定する。 

なお、1500ｍ、3000ｍ、5000ｍはカルテット競技方法を採用することができる。 

(2) 組合せ及びスタート順 

① エントリーにおける各距離のグループ分けは、Ａ・Ｂ・Ｃとする。 

② 1名又は 2名エントリーおけるＡ・Ｂ・Ｃグループの位置付けは、各県によるものとする。 

③ 組合せ及びスタート順は、同一グループ内の抽選により決定する。 

④ 抽選及び滑走順はＡグループから行い、続いてＢグループ、Ｃグループの順とする。 

 

４．得点方法   (1) 各距離に次の順位点及び参加点 0.5点を与える。 

(2) 入賞は各距離とも 6位までとし、得点は、各距離とも 1位 6点、2位 5点、3位 4点、4位 3

点、5位 2点、6位 1点とし、その合計点で種別の順位を決める. 

合計点が同点の場合は順位とし、次の順位は欠位とする。 

 

５．参加資格   (1) 公益財団法人日本スケート連盟の登録競技者に限る。 

         (2) 中学生以上で、バッジテストＣ級以上の者及び各県で相当と認めた者 

         (3) 現住所又は登録県のいずれか一県より申し込むこと。 

         (4) 学生は、出身県(出身高校所在県)又は連盟登録県のいずれか 1県より申し込むこと。 

         (5) 国体出場選手は、同一県のみ参加できる。 

         (6) 中学生は、親権者の同意書を提出すること。 

 

６．出場制限   (1) 各距離とも一距離につき 3 名以内、1 名につき補欠を含め 2 距離以内（リレ－を除く）とす

る。 

(2)  補欠は各距離１名、リレーのエントリーは 6名以内とし競技は 4名で行う。 

 

７．表  彰   (1) 各種別及び距離の 3位まで賞状を授与する。 

(2)  リレーは、3位までの県及び出場選手４名に賞状を授与する。 

(3) 各距離の表彰は競技の中間で行う。 

 

８．競技規定   公益財団法人日本スケート連盟競技規則による。 

 



９．参加申込   (1) 申し込み締め切り  平成 27年 1月 9日（金） 必着 

         (2) 各県に送付された申込書に必要事項を書き込み、下記アドレスまでメールに添付して送付す

ること。 

           アドレス  Ｅ-mail  info@skating-nagano.com 

 

10．宿  泊   ホテルクラウンヒルズ岡谷 

〒394-0027  長野県岡谷市中央町1－7－13 

TEL：0266-24-0100  FAX：0266-24-1789 

 

(1)  宿泊は、各県で取りまとめて直接申し込むこと。 

(2)  参加する役員、選手は原則として宿泊すること。ただし、会場地の役員、選手団は宿泊し

ないこともできる。 

 

11．問合せ先   三笠宮賜杯 第63回中部日本スケート競技  

 長野県スケート連盟スピード委員長 和田 正生 

（携帯 090-1850-3137） 

E-mail info@skating-nagano.com 

 

12．その他   各県選手団は、到着次第、会場で速やかに受付を済ませること。 
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三笠宮賜杯 第 63回中部日本スケ－ト競技·アイスホッケー競技大会 

フィギュアスケート競技要項 

 

１．競技種目 

女子 シングル  ショートプログラム フリースケーティング 

男子 シングル  ショートプログラム フリースケーティング 

 

２．日 程 

3月7日(土) 

 

受付 

監督会議 

開会式 

公式練習 

競技開始 

 

13:30（岡谷市やまびこスケートの森アイスアリーナ入口） 

14:00（同上会議室） 

15:00 

16:30～17:30 

18:00 

①女子ショートプログラム ②男子ショートプログラム 

3月8日(日) 公式練習 

競技開始 

 

閉会式 

6:30～7:30 

8:00 

①女子フリースケーティング ②男子フリースケーティング 

競技終了後（岡谷市やまびこスケートの森会議室） 

 
 

３．出場制限  女子、男子とも各県３名以内とし、補欠はそれぞれ１名以内とする。 

 

４．競技方法  (1) 各種目に次の順位点及び参加点を与え、その合計点により順位を決定する県別対抗とする。 

合計点が同点の場合は同順位とし、次位は欠位とする。 

① 順位点は、１位６点、２位５点、３位４点、４位３点、５位２点、６位１点とする。この場

合、出場選手の決定順位の逆算法により得点を与え、合計した得点に基づき順位を決定する。 

  ただし、同点の場合は同順位とし、次位は欠位とする。 

② 参加点は、参加した種目に各 0.5点とする。 

(2)  競技規則は、公益財団法人日本スケート連盟フィギュアスケート競技特別規則とする。 

(3)  採点は、ISUジャッジング・システムとする。 

(4)  課題 

① ショートプログラム 

ア、 女子 ISUジュニア課題とし、時間は 2分50秒以内とする。 

イ、男子 ISUジュニア課題とし、時間は 2分50秒以内とする。 

② フリースケーティング 

ア、 女子 ISUジュニア課題とし、時間は３分３０秒とする。 

イ、 男子 ISUジュニア課題とし、時間は４分とする。 

 (5)  音楽 １曲のみが録音されているＭＤまたはＣＤとする。媒体には、出場種目、氏名、所属及

び演奏時間を明記し、予備を持参すること。 

 

５．表 彰   各種目とも、１位から３位の者に賞状を授与する。  

 

６．参加申込  (1) 申し込み締め切り  平成 27年 1月 9日（金）必着 

        (2) 各県に送付された申込書に必要事項を書き込み、下記アドレスまでメールに添付して送付する

こと。 

           アドレス  Ｅ-mail  info@skating-nagano.com 
 

７．宿 泊   ホテルクラウンヒルズ岡谷 

〒394-0027  長野県岡谷市中央町1－7－13 

TEL：0266-24-0100  FAX：0266-24-1789 

(1)  宿泊は、各県で取りまとめて直接申し込むこと。 

(2)  参加する役員、選手は原則として宿泊すること。ただし、会場地の役員、選手団は宿泊しな

mailto:info@skating-nagano.com


いこともできる。 

 

８．問合せ先  三笠宮賜杯 第63回中部日本スケート競技  

 長野県スケート連盟フィギュア委員長 山﨑 弘雄 

（携帯 090-2670-4093） 

E-mail info@skating-nagano.com 

 

９．その他   各県選手団は到着次第、会場で速やかに受付を済ませること。 

     

 

  



三笠宮賜杯 第 63回中部日本スケ－ト競技·アイスホッケー競技大会 

アイスホッケー競技要項 
 

１. 競技方法   (1) トーナメント方式により、順位を決定する。 

(2) 競技時間は、各ピリオド 15分(正味)とし、インターバルは第 1～第 2ピリオド間を 5分、第

2～第 3ピリオド間を 10分とする。 

(3) 第 3ピリオド終了時で同点の場合は、直ちにサドン・ビクトリー方式によるシュートアウト

を行って勝敗を決する。 

(4) 練習時間は 10分間とする。 

(5) 対戦組合せについては、前回大会の 1 位、2 位のチームをそれぞれ第 1 シード、第 2 シード

とし、3位４位のチームは両ブロックに分ける。 

(6) その他については、公益財団法人日本アイスホッケー連盟競技規則に準ずる。 

 

２. 得点方法  (1) 競技に参加した県には、参加点として 0.5点を与える。 

 (2) 入賞は 6位までとし、種別得点は 1位 6点、2位 5点、3位 4点、4位 3点、5位 2点、6位 1

点を与える。ただし、今大会については 5位・6位決定戦を行わないため、第 2回戦の敗者に

1.5点ずつ与える。 

 

３. 参加資格   (1) 公益財団法人日本アイスホッケー連盟の登録競技者に限る。 

(2) 高校生以上の競技者であって、現住所をおく県または登録県のいずれか 1県から申し込むこ

と。 

         (3) 学生は、出身県（出身高校所在地県）か、連盟登録県のいずれか 1県より申し込むこと。 

         (4) 国民体育大会の「ふるさと制度登録選手」を適用しての参加を認める。 

 

４. 参加人数   (1) 登録選手は、25名以内とする。 

(2) 出場選手は、ゴールキーパー2名を含め 22名以内とする。 

(3) チームオフィシャルは、監督を含め 6名以内とする。 

 

５. 表  彰   1位の県に種別優勝杯（持ち回り）を、2位、3位の県に表彰状を授与する。 

 

６. 競技役員   レフェリーを各県から 1名ずつ派遣することとし、その宿泊経費は大会経費をもってまかなう。（宿

泊場所は事務局で準備する。） 

 

７. 監督会議   平成 27年 2月 20日（金）20時～ 

場所 長野市若里 3丁目 22番 2号 ビッグハット会議室   

 

８．参加申込   大会実行委員会より送付した参加申込書（正）に、参加料振込依頼書の写しを添えて申し込むこ

と。ただし、アイスホッケー競技については、参加申込書を（副）にも送付すること。 

         なお、申し込みについては、選手団本部及び種目ごと全てを、下記のアドレス（正）までメール

に添付して送付すること。 

        (1)申込期限     平成 27年 1月 9日（金） 必着 

(2)申し込み先 

 （正） 三笠宮賜杯第 63回中部日本実行委員会 

          返信先住所  〒394-0055 長野県岡谷市内山 4769-14 

                  長野県スケート連盟事務局内  長尾 恒一 

                  TEL：0266-24-3110  FAX：0266-24-3113 

          返信用アドレス   info@skating-nagano.com 
 

        （副） 富山県アイスホッケー連盟事務局 

 返信先住所  〒930-0212 富山県中新川郡立山町沢端264 

               TEL：076-463-0504  FAX：076-463-0504 

返信用アドレス  sakabe.shoshin@ryukokutoyama-h.ed.jp 

mailto:info@skating-nagano.com


        (3)参加料  105,000円（負担金 10,000円を含む。） 

(4)振込先 

金融機関名：北陸銀行 県庁内支店 

                 口座：普通預金 ４１５０４４５ 

                 名義：富山県アイスホッケー連盟 

 

９．競技日程   平成 27年 2月 21日（土） 

                    長野市ビッグハット      8：00～ 

平成 27年 2月 22日（日） 

                    長野市ビッグハット      8：00～ 

 

10. 宿  泊   宿泊要項は、後日送付する。 

 

11．問合せ先    富山県アイスホッケー連盟 

          〒930-0855 富山県富山市赤江町 2-10 龍谷富山高校内 

                  総務委員長  坂部 勝心 

           TEL：076-441-3141   FAX：076-441-3645 （携帯 090-8968-4734） 

           E－mail  sakabe.shoshin@ryukokutoyama-h.ed.jp 

 

 

 


