
 令和２年度長野県高等学校総合体育大会 

第65回スケート競技・アイスホッケー競技会要項 

1 主 催 長野県高等学校体育連盟 長野県教育委員会  

２ 共 催 (公財)長野県スポーツ協会 岡谷市教育委員会 長野県スケート連盟 

３ 後 援 長野市教育委員会  信濃毎日新聞社  （株）エムウェーブ  (株)やまびこスケートの森   

４ 主 管 長野県高等学校体育連盟スケート専門部 

５ 期 日 スピード競技 令和2年12月14日(月)～12月16日(水) 

  フィギュア競技 令和2年11月15日(日) 

  アイスホッケー競技 本年度は開催しない 

６ 会 場  スピード競技 長野市オリンピック記念アリーナ（M-wave） 

    長野市北長池195  Tel 026-222-3300 

  フィギュア競技 やまびこスケートの森アイスアリーナ 

    岡谷市内山4769-14  Tel 0266-24-2494 

７ 日 程 スピード競技 12月14日(月) 有料練習 エムウェーブ 

競技者時間で 

有料練習の滑走料は各チームで

支払うこと。 

    監督会議 15:00 会議室 

    開 会 式 本年度は行わない  

   12月15日(火) 公式練習 7:00～8：30  

    競    技 9:00～ 

    公式練習 競技終了後30’  （予定） 

   12月16日(水) 公式練習 7:00～8：30  

    競    技 9:00～ 

    閉 会 式 競技終了後  

  フィギュア競技 11月15日(日) 開 会 式 8:30 

    競  技 9:30 

    閉 会 式 競技終了後  

８ 競技種目 スピード競技 12月15日(火) 男子 ① 10000m  ③500ｍ(1) ⑤1500ｍ ⑦500ｍ(2) 

    女子 ② 500m(1)  ④1500ｍ   ⑥500ｍ(2) 

   12月16日(水) 男子 ② 1000ｍ  ④5000ｍ    ⑥2000ｍＲ 

    女子 ① 1000ｍ   ③3000ｍ    ⑤2000ｍＲ 

  フィギュア競技 男子A(５級以上) ショートプログラム 2分40秒±10秒 

    フリースケーティング 3分30秒±10秒 

   男子B(４級以下) フリースケーティング 3分 

   女子A(６級以上)     ショートプログラム 2分40秒±10秒 

    フリースケーティング 3分30秒 

   女子B(５級以下)  フリースケーティング 3分 

９ 競技規定 2020年度日本スケート連盟競技規則及び本大会要項による。 

10 競技方法 スピード競技 (1)トラックは400ｍ標準ダブルトラックを使用する。 

(2)入賞は1距離8位までとし、得点は1位8点････8位1点とする。ただし、学校対抗

得点が同点の場合は、上位入賞の多い学校を上位とする。 

(3)組合せは、前年度最高記録によって専門部の責任において編成する。また、500ｍ

は、イン・アウトの2回滑走して順位を決定する。1回目に棄権した場合は2回目の

スタートはできない。2回目のスタート順は、1回目のタイム順にイン・アウトを交

代して出走する。 

(4)1000ｍ以上の距離はカルテットスタートで行うことができる。 

(5)リレー競技においてはヘルメット、脛あて、手袋、ネックプロテクション、アン

クルプロテクションの着用を義務づける。カットレジスタンススーツ、ブレードカ

ットを推奨する。 

  

フィギュア競技 

 

 

 

(1)Aクラス(男子5級以上・女子6級以上)とBクラス(男子4級以下・女子5級以下)に

分けて行う。 

(2)学校対抗はAクラスBクラスあわせ、Aクラスの順位の次ぎへBクラスの順位をつ

け、1位8点････8位1点とする。 



11 表 彰 (1)各種別、各種目3位及び男女別総合(学校対抗)3位までに賞状を授与する。 

(2)各種別、各種目の優勝者にはトロフィーを授与する。また、スピード総合優勝校及びリレー優勝校に

は楯を授与する。(信濃毎日新聞社寄贈) 

12 参加資格 (1) 長野県高等学校体育連盟に登録加盟費を納入して登録してある生徒であること｡ 

(2) 長野県高等学校在学している生徒で、平成13年(2001年)4月2日以降に生まれた生徒であること。 

但し、同一学年の出場は1回限りとする。なお、男子・女子それぞれ区別して1学校とみなす。 

(3) チームの編成において、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成は、原則として認めな

い。統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

(4) 日本スケート連盟へ登録してある生徒であること。 

13 出場制限 スピード競技 (1)1学校1距離3名以内、1名2距離以内(リレーを除く)とする。 

(2) リレーは申し込み6名以内とし、出場はそのうちの4名とする。 

(3) 補欠は各距離1名とし、すでに2距離(リレーを除く)に出場申し込みをした者は補

欠となることはできない。 

  フィギュア競技 制限なし 

14 参加申込 所定の出場選手認知書を、長野県高体連スケート専門部ホームページからダウンロードして下記(4)に送信す

る。その後学校長の公印を押印した認知書（スピードは個票も）を送付する。 

スピード競技においては日本スケート連盟マイページ（http://www.skatingjapan.jp/mypage/）の競技会参加

申し込みサイトにも申し込みをすること。 

  (1)申込締切日 スピード競技 11月18日(水) 必着 （組合せ11月24日） 

   フィギュア競技 10月16日(金)  〃  （滑走順抽選は競技会当日） 

  
(2)申込場所      〒384-1105 南佐久郡小海町千代里1006‐2 

小海高等学校 市川 英彦 宛   TEL0267-92-2063  (FAX  0267-91-2007) 

  (3)参 加 料 選手1名につき1,000円  全国高体連分担金 500円  合計 1500円 

   振込口座 ： 八十二銀行浅川若槻支店 (225) 普通  口座番号 425003 

   口座名義 ： 長野県高体連スケート専門部  委員長 市川 英彦 

  (4)Ｅ-mail ihide@nagano-c.ed.jp 
15 宿  泊 専門部で宿泊の斡旋はしない。 

16 そ の 他 (1)今大会は、第70回全国高等学校スケート競技選手権大会の長野県予選会を兼ね、以下の何れか項に該

当する生徒及びチームの同大会の出場を認める。また、国体選手の選考対象とする。 

①スピード競技は、各種目16位までの者およびリレーの8位までのチ－ムのメンバー。 

②フィギュア競技は、令和2年9月1日現在、バッジテスト男子・女子ともに6級以上の資格取得者である

こと。但し、女子については全国専門部規定により、都道府県に出場枠が振り分けられる。また、前

記の資格取得者がいない場合は、都道府県代表特別枠として男女それぞれ5級取得者１名の出場を認

められる。第70回全国高等学校スケート競技選手権大会代表選手選考は、今大会の順位をもって決定

する。 

③日本代表選手として、ISU主催大会に出場し今大会に出場できない場合は、特例措置を別途定める。 

(2)引率責任者及び監督・コーチ等 

 ①引率は当該校の職員とし、監督及びコーチは学校長が認める指導者とする。外部指導者の場合は 

  委嘱の契約を結ぶとともに、傷害・賠償責任保険（スポーツ安全保険）に必ず加入していること 

  を条件 とする。 

  （長野県高等学校体育連盟様式14号：外部指導者契約書） 

 ②引率責任者は、選手の全ての行動に対して責任を負うものとする。また、競技会場内での当該校の関 

  係者の行動にも注意を払うものとする。 

 ③スピード競技においては各学校１名以上の役員をお願いします。 

(3)今大会の参加に際して提供される個人情報は、長野県高等学校体育連盟規約「個人情報等の取り扱い」に

したがって、本大会の活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用することはしない。 

  また、個人情報に関する不同意の申し出が無い限り承諾したものとして扱う。この事に関しては、大会運

営者及び来場した観客についても同様に扱う。 

(4)その他大会に関する不明な点については、県高体連事務局又は専門委員長に問い合わせをすること。 

(5)新型コロナウイルス感染拡大防止策として別紙の様な取り組みをします。 

(6)新型コロナウイルスの影響で日程が変更になる場合があります。その場合はスケート専門部のHPにアップ

します。 

(7)観客については状況をみて判断します。 
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別紙 

 
  日本スケート連盟・県高体連感染症対策 
   
   （１）以下の事項に該当する場合は参加を見合わせること。 
      ア、体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 
      イ、同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
      ウ、過去 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）マスクを持参し、スポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること。 
   （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）ドリンクボトルやタオルの共用はしないこと。 
   （５）ゴミ（特に鼻水、唾液等がついたもの）は、ビニール袋に入れて密閉し各自持ち帰ること。 
   （６）他の参加者等との距離（最低１ｍ）を確保し、大きな声で会話、応援等をしないこと。 
   （７）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、速やかに顧問に申し出

ること。 
（８）３密を避けることを徹底すること。 
（９）控え室は更衣のみとし滞在時間を短くする。 

   （10）参加者（観客を含む）は、専門部が定める感染症対策及び注意事項を遵守すること。 
  
   参加校への注意事項 
   （１）感染症の状況等によっては大会を中止する場合があります。 
   （２）各校で、生徒の検温結果及び健康状況等を把握した上で大会参加してください。 
   （３）生徒及び教職員が、感染者・濃厚接触者となった場合は、保健所が指定する出席停止期間は、

大会参加禁止とします。 
   （４）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生徒、教職員がいた場合は、速

やかに県専門委員長及び県高体連事務局まで連絡してください。 
    （５）参加者（観戦者含む）は大会２週間前から健康調査票に記入し各学校顧問が責任をもって管理

をすること。提出を求められて時には速やかに提出すること。 


