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令和２年度茅野市小学校スピードスケート競技会
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茅野市スケート協会
茅野市小学校スケートクラブ保護者会、（特）茅野市スポーツ協会
茅野市教育委員会
令和２年１２月１３日（日）
茅野市運動公園国際スケートセンター（NAO ice OVAL）
①代表者会議 午後２時３０分 リンク内側東側
②開 会 式
感染症拡大防止対策の為行いません。
感染症拡大防止対策の為行いません。
③開 始 式
午後 ３時３０分 リンク中央 （開始宣言、選手宣誓）
④アップ時間 午後 ２時３０分～３時（5,6年生）、午後３時～３時３０分（1～4年生）
⑤競技開始
午後 ４時00分
⑥閉 会 式
感染症拡大防止対策の為行いません。
※開場は、午後１時３０分
競技種目及び競技順序
①小学６年
男子・女子
５００ｍ
⑦小学６年
男子・女子 １０００ｍ
②小学５年
男子・女子
５００ｍ
⑧小学５年
男子・女子 １０００ｍ
③小学４年
男子・女子
５００ｍ
⑨小学４年
男子・女子 １０００ｍ
④小学３年
男子・女子
５００ｍ
⑩小学３年
男子・女子 ３００ｍ
⑤小学２年
男子・女子
５００ｍ
⑪小学２年
男子・女子 ３００ｍ
⑥小学１年
男子・女子
５００ｍ
⑫小学１年
男子・女子 ３００ｍ
※オープン
小学男・女
１００ｍ
※オープン 小学男・女 ３００ｍ
※オープン
保育園児
１００ｍ
※⑬小学生 男子・女子 ２０００ｍリレー
※印は当日受付します
競技方法 標準シングルトラックCタイプによるオープンタイムレース
表 彰
各種目ごと1位から６位までの入賞者には賞状を、入賞者以外には記録証を授与する
但し感染拡大防止の為、授与式は「３密」を避けて行います。ご協力をお願いします。
参加資格 茅野市内の小学生で、スポーツ傷害保険に加入しており、保護者の承諾を受けた者。
出場制限 各種目とも出場人数を制限しない。
リレーは各学校１チームとする。但し、１チームも編成できない学校は、
学校・学年・男女にこだわらず１チームのオープン参加することができる。
参加申込 各学校またはクラブ単位でまとめ、別紙申込書と個人表に記入のうえ下記の期日までに
郵送又はメールにて大会事務局まで申し込むこと。（期限が過ぎてからの受付は致しません。）
(1) 申込締切日 令和２年１１月２８ 日(土) 必着
(2) 申込先 〒３９１－００１１ 茅野市玉川５００ 総合体育館内
茅野市運動公園国際スケートセンター
TEL 0266-72-5815
メールアドレス：naoiceoval@lp-skate.com メールの件名には「競技会名、学校名」を記入
(3) 参加料 銀行振込とし、申込締切日後は、いかなる場合も納められた参加料を返還しない。
１名 ２，０００円
オープン参加者は一人５００円 （当日受付時に納入）
振込先： 八十二銀行茅野支店 普通 ９８１０８４ （振り込み手数料はご負担願います）
茅野市スケート協会大会実行委員会 代表 池上 泰司
ATM振込画面のご依頼人番号に、「1213」+「学校名」を入力してください。
例）玉川小学校の場合の学校名＝「ﾀﾏｶﾞﾜ」
ご依頼人名は「1213ﾀﾏｶﾞﾜ」+「振込人氏名」
(4) 申込時には下記の書類を添付すること。不完全な申し込みは受理しない。
① 参加申し込み書
② 個人票
③ 茅野市スケート協会主催・主管大会参加料振込明細書（別紙２－１）
④ 銀行振込明細書のコピー（学校・クラブ名と参加人数を記載のこと） PDFか画像ファイル

13 その他

(5) 参加申込者の個人情報は、個人情報の保護に関わる法律・関連法令を遵守し、
競技運営以外の目的には使用しない。
①大会開催にあたり茅野市小学校スケートクラブ保護者会は連絡校を中心に
スムーズな大会運営が行われるよう全面的に協力する。
②組み合わせ、コース順はプログラムの記載順序とし大会事務局の責任抽選とします。
したがって、招集でのコース抽選は行いません。
③締切日を過ぎてからの申込み、及び選手変更は認めない。
④出場者は保護者の引率が必要です。
⑤大会中の事故については、応急措置のみを行い、その他については主催者の責任としない。
⑥代表者会議には、各クラブ又は学校の代表者は必ず出席して下さい。
⑦連絡校の持ち回り順番は次の通りとする。
北山・宮川・泉野・永明・米沢・金沢・豊平・玉川・湖東
※今年度は泉野小学校（昨年R元は宮川）

14 新型コロナウイルス（COVID－19） 感染症拡大防止対策の為の協力依頼事項
感染拡大のために参加者に協力を求めます。
遵守できない参加者には他の参加者の安全を確保する等の観点から、
参加を取り消したり途中退場を求めることがあります。
①以下事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること。
ア）体調が良くない場合（例：発熱・咳・咽頭通などの症状がある場合）
イ）当日、37.5度を超える発熱の場合は会場へ入場できません。
ウ）同居家族や身近は人に感染が疑われている場合
エ）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マスクを着用すること。
（但しレース・公式練習中・ウオームアップ・ダウン中は着用しないことを認める。）
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他参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。
⑤競技会開催中に大きな声で会話、応援をしないこと。
⑥感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従う。
⑦競技会終了後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濃厚接触者の有無等について報告すること。
⑧入場については申込者（選手）、監督・コーチ以外の入場は申込者（選手）の保護者のみとする。
⑨出入り口、控室は主催者側指定の場所とする。
⑩受付時に申込者（選手）、監督・コーチは健康調査票を、保護者は問診票を大会事務局へ
提出する。
⑪申込者（選手）、監督・コーチの健康調査票は代表者がまとめて提出する。
⑫出入り口は１か所のみとする。保護者が外出する際には「再入場許可証」を受け取り、
会場へ入場する際には提示すること。（申込者（選手）、監督・コーチは不要）
⑬控室は更衣のみに使用し長居はしない。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施し使用して下さい。
⑭棄権／変更届出書は代表者会議が始まる前に、レフェリーへ提出する。
⑮本実行委員会は、競技会に関わる全ての人の新型コロナイルス感染に対するいかなる
責任をも負わない。
15 連絡先

茅野市スケート協会 受付担当
守屋 義秀
ＴＥＬ、ＦＡＸ兼用 ０２６６-７２－８５１２

又はメール

naoiceoval@lp-skate.com

「大会役員・競技役員用」

茅野市スケート協会主催・共催大会役員・競技役員大会
当日ガイドライン（例年との変更点）
「大会役員の任務」
（受付・入退出制限）
 大会役員は、参加者の受付をする。R2 年度は、参加選手およびコーチ・監督用の「健康
調査票」と保護者用の「問診表」を受け取る。選手分は代表者が集約して提出をするの
で、回収する。







「健康調査票」「問診票」は競技会終了後、個人情報が漏洩しないように 1 か月間保管
し廃棄する。
万が一、
「問診票」を忘れた場合には「問診票」を記載し体温は、非接触型体温計で検温
し記載するようにする。
（当日、37.5 度を超える発熱の場合は会場への入場を断ること）
受付前に目印線を引き（1ｍ間隔）待機の目安とする。
受付前にアルコールにて消毒を行うように促す。
受付場所は、各大会変更になる場合もあるので要注意。
出入り口は１か所のみとする。再入場する保護者には外出する際に「再入場許可証」を
渡し、再入場する際に確認する。
「再入場許可証」はその場で回収しゴミ袋に入れる。
（再
利用はしない）

（消毒・換気）
 整氷時間（約 1 時間毎）を目安に、各場所の換気（氷上記録室等）、及び手の触れる箇所
（計時機器、グリップ、脱衣かご等）の消毒を行う。
（表彰・賞状の取りまとめ）
 表彰授与式は感染拡大防止の観点から、
「３密」を避けて実施しますので、皆様のご協力
をお願いします。
「競技役員の任務」
（代表者会議）
 レフェリーは、大会での感染防止対策等について説明を行う。また、協会で定めたガイ
ドラインの内容に変更等があった場合には代表者会議にいて報告し、通告を通じ参加者
全体へ通知されるものとする。
（責任抽選）
 組み合わせ・コース順はプログラムの記載順序とし、事務局の責任抽選とする。


300ｍ.500ｍは５名以内、1000ｍ.1500ｍは６名以内、リレーは３チーム以内とする。
1
初版 2020 年 10 月 14 日
令和 2 年 11 月 5 日 総会承認により運用開始

「大会役員・競技役員用」

（召集）
 召集は、リンク中央で行う。招集でのコース抽選は行わない。
 選手が招集へ来たら、
「学校・学年・氏名」を聞きレースキャップを机に置きその場から
持っていってもらう。
 レース終了後、レースキャップが戻ってきたら消毒し可能な限り干して次のレースに使
用する。
 今あるすべてのレースキャップの色及び枚数を使用する。競技会終了後は、毎回洗濯す
ること。
（通告）
 通告は、レフェリーから変更点等のアナウンスを行う。また、感染防止のアナウンスを
競技会の整氷間などに行い、感染防止に努める。
「通告例」
 リンクサイドでは、密にならないようご観戦ください。また、大きな声での観戦はお控
えください。
 控室内での飲食は、他の参加者に配慮してください。
 保護者の皆さんは、必要以外の時は入場しないでください。


整氷となりましたので、控室などの窓を開け換気を行ってください。

（ジャッジ・タイマー）
 ジャッジは、組の人数が少ないため役員人数も減らし、ビデオ等の電子機器を使用する。
 タイマーのグリップタイマー、回転灯スイッチ等手の触れる箇所は、整氷ごと消毒する。
「共通事項」
 整氷時には、各部署換気・消毒を行う。





給仕等は行わず控室に留まらないようにする。
対面になる部署は、マスク、フェイスシールドを着用し必要によっては、手袋を着用し
従事する。
大会役員・競技役員は、
「健康チェック表（様式第３号）」を競技会受付時に提出するこ
と。37.5℃以上の発熱がある場合は、役員に従事できない。
茅野市スケート協会、実行委員会は、競技会に関わる全ての人の新型コロナイルス感染
に対するいかなる責任をも負わない。
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「大会参加者用」

令和２年度茅野市スケート協会主催・共催大会参加者ガイドライン
本ガイドラインは、茅野市スケート協会主催・共催の競技会等を運営する上で、JSF ガイ
ドラインを基に、新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の感染拡大を防ぐため以下の
通りガイドラインを策定する。
なお、下記に示す内容は感染状況によって変更する場合もあるのでご注意ください。
【すべての関係の皆様へ】
感染防止のために主催者が決めた措置の遵守、指示に従ってください。
従わない場合は、施設からの退場をお願いすることがあります。
「申込の際」
 申込者（選手）は、要項に謳っている感染拡大防止のための依頼事項を遵守できること
を確認し申し込みすること。
 申込者、コーチ・監督及び保護者は、日々の健康管理を行い、申込者、コーチ・監督、
については２週間分の「健康調査票（様式１号）」を、保護者については２週間の健康管
理を行い、大会当日の体温を「問診票（様式２号）」に記載し、大会当日の受付時に事務
局へ提出すること。なお、当日の体温チェックは、会場混雑が予想させるため各家庭で
検温を実施すること。
「大会当日」
 以下事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。
1. 体調がよくない場合（例：発熱＝37.5 度以上・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
2. 同居家族や身近な人に感染が疑われる方がいる場合。
3. 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。








当日、37.5 度を超える発熱の場合は会場へ入場できません。
必ずマスクを持参してください。
※レース・ウォーミングアップ等、運動する時以外は必ずマスクを着用してください。
こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保してください。
競技会開催中に大きな声で会話、応援をしないでください。
ゴミは極力持ち帰ってください。
競技会等終了後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 濃厚接触者の有無等について報告してください。
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「大会参加者用」



















大会の控室は、大会事務局にて事前に振り分けを行うため早朝に会場内へ駆け込むこと
がないようにすること。
控室は例年通り割り振りを行うが、控室は更衣のみに使用し長居はしないこと。また各
チーム感染対策を徹底して使用すること。
飲食の際は、他の参加者への配慮を行うこと。ゴミは極力持ち帰ってください。
当日は、申込者、保護者及びチーム関係者の「健康調査票」、
「問診票」を提出すること。
申込者の「健康調査票」は、チーム代表者が取りまとめ、クリップ等で止めて提出する
こと。
開会式は行なわず、リンク中央で開始式を行います。開始式には選手宣誓を行いますの
で、その場で立ち止まってリンク中央に注目して下さい。
保護者の応援は、
「３密」を避けるため、バックストレートにかたまらずコーナー等の場
所も使用すること。
今年度の招集は、
「３密」を避けるためリンク中央で実施する。選手は、招集員に「学年
と名前」を伝えレースキャップを受け取ること。
リンク中央は、選手等で混雑するため保護者は立ち入らないこと。ただし、選手の靴の
脱着等の介助は例外的に認めるが、終了後は速やかにリンク内より出ること。
スケート靴脱着用椅子では隣の競技者との距離をとって座る。
滑走時以外はマスクの着用を徹底すること。
出入り口は、１か所のみとする。再入場する保護者は、外出する際に「再入場許可証」
を受け取り、会場へ入場する際には提示すること。（申込者、監督・コーチは不要）
表彰授与式は、感染拡大防止の観点から、
「３密」を避けて実施しますので、皆様のご協
力をお願いします。
大会終了後は、会場にとどまることが無いように各チーム指導すること。
監督・コーチは、ラップボードのみの指示で、声を出してのコーチングはしない。
本ガイドラインに定めのない事項については、大会当日レフェリーから説明の後、通告
にて全体に報告を行うものとする。
茅野市スケート協会、実行委員会は、競技会に関わる全ての人の新型コロナイルス感染
に対するいかなる責任をも負わない。
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