
第 68回松原湖スケート大会 兼 

第 20回長野県中学校スピードスケート競技会東北信大会 実施要項 

平成 30年 10月 17日 

１．主  催 小海町 小海町教育委員会 長野県スケート連盟  

 

２．共  催 長野県教育委員会 

 

３．後  援 小海町観光協会 

 

４．主  管 南佐久スケート協会 

 

５．期  日 中学校の部 平成 30年 12月８日(土)・９日(日) 

小学校の部 平成 31年１月 14日(月・祝） 

 

６．会  場 小海町 松原湖高原スケートセンター 

 

７．参加資格 小・中学生で当該学校長が承認した者及び主催者が認めた者 

  中学生にあっては、日本スケート連盟に登録している者 

 

８．出場制限 ①中学校の部 選手１人２種目以内とする。 

②小学校の部 選手 1人２種目以内(リレーを除く）とする。 

(リレーのエントリーは６名以内とする。)  

 

９．競技種目及び競技日程       

(１)競技種目         

①中学校の部  男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

②小学校の部  300ｍ 小学 1年・2年 男子、女子 

500ｍ 小学 1年～6年 男子、女子 

1000ｍ 小学 3年 男子、女子 

小学 4年～6年 女子 

1500ｍ 小学 4年～6年 男子 

2000ｍリレー 学年制限なし 男子、女子 

 

 

 



（２）競技日程 

①中学校の部 12月８日(土)             12月９日(日)  

開  場 6：30          開  場 7：00 

       公式練習 7：00～8：00    公式練習 7：30～8：30 

            監督会議 7：30～7：50    監督会議 8：00～8：20  

            開会式   8：15～            競技開始 9：00～ 

     競技開始 9：00～  

  女子 500ｍ（１回目）      女子 1000ｍ  

男子 500ｍ（１回目）      男子 1000ｍ 

         男子 5000ｍ           女子 3000ｍ 

ｵｰﾌﾟﾝ競技            男子 3000ｍ 

小学 6年 500ｍﾀﾞﾌﾞﾙﾄﾗｯｸ 

女子 500ｍ（２回目） 

         男子 500ｍ（２回目） 

         女子 1500ｍ  

 男子 1500ｍ  

公式練習競技終了後１時間    閉会式 競技終了後 

 

②小学校の部 １月 14日(月) 

 開  場 6：30 

公式練習  7：00～8：00 

監督会議 7：30～7：50 

開 会 式  8：15～ 

競技開始  9：00～ 

500ｍ 6年 女子 男子 ・5年 女子 男子 ・4年 女子 男子 

3年 女子 男子 ・2年 女子 男子 ・1年 女子 男子 

1500ｍ 6 年 男子 ・5年 男子 ・4年 男子 

1000ｍ 6年 女子 ・5年 女子 ・4年 女子  ・3年 女子 男子 

300ｍ 2年 女子 男子 ・1年 女子 男子 

2000ｍリレー 男子 女子 

閉 会 式 競技終了後 

（会場の都合及び天候等により変更が生じることがある。） 

 

10.競技方法  

・(財)日本スケート連盟スピードスケート競技規則及び本大会基本要項による。 

 



 

①中学校 ・トラックは、400ｍ標準ダブルトラック(Cタイプ)を使用する。 

・競技は、男女ともダブルトラックレースとし、各距離タイムレース

により順位を決定する。 

・3000ｍ、5000ｍはカルテット方式を採用する場合がある。 

・組合せ及びスタート順は、バッジテスト所持級のグループ別によ

り、主催者において責任抽選とする。 

・オープン競技として南佐久郡内小学６年生を対象とした 500ｍダブ

ルトラック競技を行なう。(競技は男子 5000ｍと女子 500ｍ(２回目)

の競技間に行う。） 

 

②小学校 ・トラックは、387．36ｍ標準シングルトラックを使用する。 

・競技は各種別対抗とし、各距離ともタイムレースにより順位を決 

定する。 

・選手は、大会事務局の用意するレースキャップを着用すること。 

・組合せ及びスタート順は、主催者において責任抽選とする。 

  

【採点方法】  

※小・中学校とも１位を８点とし、以下８位まで降順に得点を与える。 

※総合成績は、小学校にあっては男女総合の学校対抗、中学校にあっては男女 

別の学校対抗とし、同点の場合は上位入賞者の多い学校を上位とする。  

 

11.表  彰  

①団体表彰（杯は持ち回り） 

・小学校 男女総合成績１位～３位まで杯を授与、８位まで賞状を授与する。 

・中学校 男女別総合成績各１位に杯を授与、８位まで賞状を授与する。 

 

②個人表彰 

・各種目１位～３位まで入賞メダル、８位まで賞状を授与する。 

 

③特別表彰（最優秀選手賞・・・持ち回り、返還後レプリカ授与） 

・小、中学生男女各１名に杯を授与する。  

 

④長野県中学校スピードスケート競技会東北信大会 表彰 

・各種目３位まで賞状を授与する。 

 



12.参加申込 別紙申込書及び個人票に親権者の承諾書を添えて申し込むこと。 

①申込期限 平成 30年 11月９日（金）【必着】 

②申 込 先 〒384-1103 長野県南佐久郡小海町大字豊里 285 

小海町生涯学習センター 北牧
き た ま き

楽集
がくしゅう

館
か ん

内 小海町教育委員会 

 （℡0267-92-4391  Fax0267-92-4444） 

  ③参 加 料 １人 ２，０００円 

下記への振込とし、いかなる場合も参加料の返金はしない。 

        振込先：長野八ヶ岳農業協同組合 小海支所 

            普通 ００１２１８１ 

        名 義：小海町スケート大会 

※振込は、必ず学校名あるいはクラブ名を記載すること。  

④そ の 他 参加申込みに係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律・関係法

令を厳守し、競技運営以外の目的には使用しない。 

 

13.バッジテスト バッジテスト受付は、大会終了まで認める。 

 

14.その他 ・本大会の記録は公認されます。 

・松原湖スケート大会の記録をもって長野県中学校スピードスケート競

技会東北信大会のリザルトとする。 

・競技中の事故・けがについては応急処置のみとし、責任を負わない。（団

体ごとに保険等への加入をお願いします。）  

・その他競技に関する事項は、監督会議において協議する。 

 

 

☆問合せ先・緊急連絡先  

〒384-1103 長野県南佐久郡小海町大字豊里 285    

   小海町生涯学習センター 北牧楽集館内小海町教育委員会 

TEL0267-92-4391 Fax0267-92-4444  

 

・大会当日 

 〒384-1103 長野県南佐久郡小海町大字豊里 5068-2 

松原湖高原スケートセンターTEL0267-93-2380(Fax兼) 

          

   

          

          


