
  

  

〒５０９－７２０２ 恵那市東野１３４６－１    
          庄司 哲利 宛 
          ＴＥＬ ０８０－３０１４－５５３５ 

平成３０年度 

 

第 １ 回 バ ッ ジ テ ス ト 競 技 会 

 

要    項 

１．主催主管  岐阜県スケート連盟 

２．期 日  平成 ３０年１１ 月２４日（土） 

３．日 程  受け付け      １６：００「スケート場玄関に専用受付配置」 

         監督会議      １６：３０ 

         公式練習      １７：００～１７：３０ 

         スタートトライアル １７：００～１７：２０ 

         役員会議      １７：３０～ 

         競技開始      １８：００ 

           競技種目 

男子 500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ･5000ｍ・10000ｍ 

女子 500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ 

４．会   場   岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

         TEL：0573-28-3390  FAX：0573-28-3369 

５．競技方法  （１）日本スケート連盟シングルトラック・スピードスケート競技特別規則による。 

        （２）出場者をもって組数を決定する。 

（各組最大人数は、短距離８名、長距離１２名とする。） 

        （３）距離―前記日程通り。（スピード委員長の判断で競技種目を増減する場合もある） 

６．参加資格    参加資格にかかる制限は設けない。 

７．参加申込    所定申込書（スピード競技会申込書「ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ」、個表「１名―距離毎１枚」）を記入の上、 

各登録団体単位で、一括して締め切り期日までに下記担当者へ郵送にて申し込むこと。 

（１）1名２距離以内の選択とする。 

（２）参加料 岐阜県スケート連盟登録選手  一般・高校 2,000円 小中学生 1,500円 

         他都道府県スケート連盟登録選手     3,000円 

※ 他都道府県スケート連盟登録選手であっても、本年度岐阜県から国体等に出場する意思が 

   ある者は岐阜県スケート連盟登録選手と同額の参加料とする。  

    参加料振込み期日：平成３０年１１月１９日 

      振込み先：十六銀行岩村支店 店番３３３ 口座番号１２１０１９５ 

           岐阜県スケート連盟 スピード委員会 会計 深萱 隆司 

           （注意：当日現金での受け付けは致しません。） 

 （３）申込締切日  平成 ３０年 １１月１４日（水） 

（４）申込み先  

 

 

 

（４）中学生以下は承諾書の提出を必要とする。※提出なき者は参加出来ない。 

８．合格基準  （１） 公式競技会またはバッジテスト競技会において同一シーズン中に出されたタイムによ 

り認定する。 

（２） 同一シーズン中の公式競技会におけるタイムが、合格基準表に規定された級のタイム 

   を２距離以上にわたり更新したとき。 

９．記 録      本競技会は、本年度の国民体育大会冬季大会スケート競技会、県代表選手選考会を兼ね

ているため選考対象記録となる。 



  

  

 

第 1回 クリスタルパークスピードスケート競技会 

 

要  項  
 

 

１．主催 

  岐阜県スケート連盟（以下、「本連盟」という。） 

 

２．主管 

 岐阜県スケート連盟 

 

３．会場 

  岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

     岐阜県恵那市武並町竹折 970-1 TEL: 28-3390 

  ※競技会に関することは、会場への問い合わせをしないこと。 

 

４．競技距離 

クリスタルパークスピードスケート競技会（以下、「ＣＰ競技会」という。） 

     女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

     男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

  記録会の部 

     女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ   

男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

※ スピード委員長の判断で競技種目を増減する場合もある 

５．日程 

  平成 30年 12月 1日（土） 

受  付 

   監督会議 

   公式練習 

   役員会議 

   競技開始 

15:00（恵那スケート場入口） 

15:30（恵那スケート場２Ｆミーティングルーム） 

16:00-16:30 

16：30 

17：00 

※天候、参加人数により日程を変更する場合がある。 

 

６．競技方法 

  ＣＰ競技会 

   (１) 公益財団法人日本スケート連盟（以下「日本スケート連盟」という。）、国際スケート連盟（以下「ＩＳ

Ｕ」という。）及び本要項による距離別競技とする。 

   (２) トラックは 400ｍ標準ダブルトラックＣタイプとする。 

   (３) 1500ｍ以上の距離にあっては、当該距離の参加人数によりカルテットスタート競技方法を採用すること

ができる。 

(４) 組合せ手順及びスタート順 

ア）各距離の組合せ及びスタート順は、当該距離の前年度タイムによる。この場合、ＩＳＵ規則第 239

条４項、第 240条６項を準用する。 

イ) ランキングの編成 

① 各距離とも、当該距離の前年度タイムに従ってエントリーされた者を順位づける。この場 

合、前年度タイムが同じ者は抽選で上位者を決定する。 

② 当該距離の前年度タイムのない者は抽選順に②に続く。 

ウ）組の編成は、前号の上位から２名ずつ組合せるものとする。この場合、スタートレーンはラン 

キングの上位者をインレーンとする。 

エ）組のスタート順はランキング順とは逆に下位の組からとする。 

オ) 抽選後の棄権に伴う組の調整は当該競技開始１時間前までとし、ＩＳＵ規則第 245条４項を適 

用して残っている競技者のランキングに基づいて再編成する。以後の変更は同条３項を適用する。 

   



  

  

記録会の部 

  (１) 日本スケート連盟バッジテスト規則によりＢ級以下を認定するものとする。（Ａ級以上の認定は標準ダブ

ルトラックによる公式競技会に限る。） 

  (２) トラックは標準シングルトラックＣタイプとする。 

  (３) 組合せ及びスタート順は、レフェリーによるフリー抽選とする。 

 

７．参加資格 

ＣＰ競技会 

  （１）本年度の日本スケート連盟登録競技者であること。この場合、本連盟所属以外の者は自己の所属する連盟

の承諾を得た者とする。 

   （２）Ｂ級以上取得選手であること。  

 記録会の部 

  参加資格にかかる制限は設けない。 

 

８．参加制限 

 (１) ＣＰ競技会、記録会の部のどちらか一方への参加とする。 

  (２) 1名２距離以内の選択とする。 

 

９．参加申込 

 (１) 所定の参加申込書により所属する団体ごとに申し込むこと。 

ア) 参加申込書を大会事務局に送付すること。 

イ) ＣＰ競技会参加者であって、本連盟所属以外の者は参加申込書に自己の所属する連盟の承諾印を押印す

ること。 

ウ)参加申込締切  平成 30年 11月 21日(水) 17:00必着 

エ) 送付先（大会事務局） 

   〒509-7402 岐阜県恵那市岩村町富田 1944-3 

         岐阜県スケート連盟 阪上 千代志 宛 

         TEL：090-2346-8525   

(２) 参加料は銀行振込みで納入する（銀行振込に限る）ものとし、振込手数料は申込者の負担とする。 

ア) 参加料 

   本連盟所属者    一般・高校１名につき 2,000円   

小中学生 1名につき    1,500円 

   本連盟所属以外の者           １名につき 3,000円 

※ 他都道府県スケート連盟登録選手であっても、本年度岐阜県から国体等に出場する意思があ

る者は岐阜県スケート連盟登録選手と同額の参加料とする。 

イ) 振込先 

金融機関名：十六銀行 岩村支店  店番：333 

口座番号： 普通 1210195 

名義： 岐阜県スケート連盟 スピード委員会 深萱 隆司 

 ウ) 参加振込締切日  平成 30年 11月 26日(月)  

エ) 参加申込締切後は、いかなる場合も納められた参加料を返却しない（未納者にあってはこれを徴収す

る）。 

(３) ＣＰ競技会及び記録会の部への中学生以下の参加者にあっては、親権者が自署した参加承諾書を代表者会 

議までに大会事務局へ提出すること。 

(４) 参加申込が遅延した者（参加申込締切日までに参加料が納入されていない者を含む。）又は参加申込 

書が不完全な者は本競技会への参加を認めない。 

(５) 参加申込にかかる個人情報は、個人情報の保護に関する法律・関連法令を厳守し、競技運営以外の 

目的には使用しない。 

10．その他 

(１) 本競技会中（５．の全日程中）の事故等については応急処置のみとし責任は負わない。 

(２) 本競技会への参加に際してはスポーツ傷害保険等に必ず加入していること。 

(３) ＣＰ競技会及び記録会の本連盟所属者の記録は、第７４回国民体育大会冬季大会スケート競技会岐阜県選 

手選考会及び三笠宮賜杯中部日本スケート競技会の岐阜県代表選手選考会を兼ねているため選考対象記録 

となり、岐阜県スケート連盟スピード公認記録となる。 

 



  

  

 

第 2回 クリスタルパークスピードスケート競技会 

 

要  項  

 

 

１．主催 

  岐阜県スケート連盟（以下、「本連盟」という。） 

 

２．主管 

 岐阜県スケート連盟 

 

３．会場 

  岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

     岐阜県恵那市武並町竹折 970-1 TEL: 28-3390 

  ※競技会に関することは、会場への問い合わせをしないこと。 

 

４．競技距離 

クリスタルパークスピードスケート競技会（以下、「ＣＰ競技会」という。） 

     女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

     男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 5000ｍ 10000ｍ 

  記録会の部 

     女子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ   

男子 500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍ 

※ スピード委員長の判断で競技種目を増減する場合もある 

５．日程 

  平成 30年 12月 19日（水） 

受付 

   監督会議 

   公式練習 

   役員会議 

   競技開始 

 

16:00（恵那スケート場入口） 

16:30（恵那スケート場２Ｆミーティングルーム） 

17:00-17:30 

17：30 

18：00 

※天候、参加人数により日程を変更する場合がある。 

 

６．競技方法 

  ＣＰ競技会 

   (１) 公益財団法人日本スケート連盟（以下「日本スケート連盟」という。）、国際スケート連盟（以下「ＩＳ

Ｕ」という。）及び本要項による距離別競技とする。 

   (２) トラックは 400ｍ標準ダブルトラックＣタイプとする。 

   (３) 1500ｍ以上の距離にあっては、当該距離の参加人数によりカルテットスタート競技方法を採用すること

ができる。 

(４) 組合せ手順及びスタート順 

ア）各距離の組合せ及びスタート順は、当該距離の前年度タイムによる。この場合、ＩＳＵ規則第 239

条４項、第 240条６項を準用する。 

イ) ランキングの編成 

① 各距離とも、当該距離の前年度タイムに従ってエントリーされた者を順位づける。この場 

合、前年度タイムが同じ者は抽選で上位者を決定する。 

② 当該距離の前年度タイムのない者は抽選順に②に続く。 

ウ）組の編成は、前号の上位から２名ずつ組合せるものとする。この場合、スタートレーンはラン 

キングの上位者をインレーンとする。 

エ）組のスタート順はランキング順とは逆に下位の組からとする。 

オ) 抽選後の棄権に伴う組の調整は当該競技開始１時間前までとし、ＩＳＵ規則第 245条４項を適 

用して残っている競技者のランキングに基づいて再編成する。以後の変更は同条３項を適用する。 

   



  

  

記録会の部 

  (１) 日本スケート連盟バッジテスト規則によりＢ級以下を認定するものとする。（Ａ級以上の認定は標準ダブ

ルトラックによる公式競技会に限る。） 

  (２) トラックは標準シングルトラックＣタイプとする。 

  (３) 組合せ及びスタート順は、レフェリーによるフリー抽選とする。 

 

７．参加資格 

ＣＰ競技会 

  （１）本年度の日本スケート連盟登録競技者であること。この場合、本連盟所属以外の者は自己の所属する連盟

の承諾を得た者とする。 

   （２）Ｂ級以上取得選手であること。  

 記録会の部 

  参加資格にかかる制限は設けない。 

 

８．参加制限 

 (１) ＣＰ競技会、記録会の部のどちらか一方への参加とする。 

  (２) 1名２距離以内の選択とする。 

 

９．参加申込 

 (１) 所定の参加申込書により所属する団体ごとに申し込むこと。 

ア) 参加申込書を大会事務局に送付すること。 

イ) ＣＰ競技会参加者であって、本連盟所属以外の者は参加申込書に自己の所属する連盟の承諾印を押印す

ること。 

ウ)参加申込締切  平成 30年 12月 9日(日) 17:00必着 

エ) 送付先（大会事務局） 

   〒509-7708 岐阜県恵那市明智町 271-88 

         岐阜県スケート連盟 鈴木 隼人 宛 

         TEL：090-7310-2176 

(２) 参加料は銀行振込みで納入する（銀行振込に限る）ものとし、振込手数料は申込者の負担とする。 

ア) 参加料 

   本連盟所属者    一般・高校１名につき 2,000円   

小中学生 1名につき    1,500円 

   本連盟所属以外の者           １名につき 3,000円 

※ 他都道府県スケート連盟登録選手であっても、本年度岐阜県から国体等に出場する意思があ

る者は岐阜県スケート連盟登録選手と同額の参加料とする。 

イ) 振込先 

金融機関名：十六銀行 岩村支店  店番：333 

口座番号： 普通 1210195 

名義： 岐阜県スケート連盟 スピード委員会 深萱 隆司 

 ウ) 参加振込締切日  平成 30年 12月 13日(木)  

エ) 参加申込締切後は、いかなる場合も納められた参加料を返却しない（未納者にあってはこれを徴収す

る）。 

(３) ＣＰ競技会及び記録会の部への中学生以下の参加者にあっては、親権者が自署した参加承諾書を代表者会 

議までに大会事務局へ提出すること。 

(４) 参加申込が遅延した者（参加申込締切日までに参加料が納入されていない者を含む。）又は参加申込 

書が不完全な者は本競技会への参加を認めない。 

(５) 参加申込にかかる個人情報は、個人情報の保護に関する法律・関連法令を厳守し、競技運営以外の 

目的には使用しない。 

10．その他 

(１) 本競技会中（５．の全日程中）の事故等については応急処置のみとし責任は負わない。 

(２) 本競技会への参加に際してはスポーツ傷害保険等に必ず加入していること。 

(３) ＣＰ競技会及び記録会の本連盟所属者の記録は、第７４回国民体育大会冬季大会スケート競技会岐阜県選 

手選考会及び三笠宮賜杯中部日本スケート競技会の岐阜県代表選手選考会を兼ねているため選考対象記録 

となり、岐阜県スケート連盟スピード公認記録となる。 

 



  

  

 

第 ７４ 回 

国 民 体 育 大 会 冬 季 大 会 ス ケ ー ト 競 技 会 

岐 阜 県 最 終 選 考 競 技 会 

 

要   項 

１．主 催  岐阜県スケート連盟 

２．主 管  岐阜県スケート連盟 

３．期 日  平成 ３０年 １２月 ２２日（土） 

４．日 程  受け付け      １５：００「スケート場玄関に専用受付配置」 

        開会式       １５：１５ 

監督会議      １５：３０ 

        公式練習      １６：００～１６：３０ 

        スタートトライアル １６：００～１６：２０ 

        役員会議      １６：３０ 

        競技開始      １７：００ 

閉会式       競技終了後 

競技種目 

少年・成年男子 500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・5000ｍ・10000ｍ（10000ｍは少年のみ） 

少年・成年女子 500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ 

５．会 場  岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

        TEL：0573-28-3390  FAX：0573-28-3369 

６．競技方法  （１）日本スケート連盟シングルトラック・スピードスケート競技特別規則による。 

        （２）標準シングルトラック Cタイプを使用する。 

        （３）出場者をもって組数を決定する。 

（各組最大人数は、短距離８名、長距離１２名とする。） 

７．参加資格  本年度の特別強化選手・強化選手及び、本年度男子・女子Ｃ級以上を取得者。 

        ※強化部長が推薦（認める）する選手。 

       （１）成年は平成１２年４月１日以前、 

（２）少年は平成１２年４月２日以降に生まれた者とする。（中学３年生まで） 

８．参加申込   所定申込書（スピード競技会申込書「ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ」、個表「１名―距離毎１枚」）を記入の上、 

各登録団体単位で、一括して締め切り期日までに下記担当者へ郵送にて申し込むこと。 

※参加料は所属チーム毎で振り込むこと。 

（１） 参加料    2,000円 

   参加料振込み期日：平成３０年１２月１７日 

        振込み先：十六銀行岩村支店 店番３３３ 口座番号１２１０１９５ 

             岐阜県スケート連盟 スピード委員会 会計 深萱 隆司 

             （注意：当日現金での受け付けは致しません。） 

（２） 申込締切日  平成３０年１２月１２日（水） 

（３） 申込先  

                

                    

９．選 考  最終選考競技会に、出場なき者は、選考、推薦を原則的には行わないものと考える。（中学生はこ 

の限りではない。）しかし、特別な理由 (予選会に出場競技者も、その旨の連絡を要する。) があ 

り、大会前日までに申請書の提出（提出先：スピード委員長）がなされた場合には、選考委員会 

の選考対象とし、選考・推薦をスピード選考委員会で検討する。 

〒509-7201 恵那市大井町 2087-7-119 グレースリーマンション 101 

光岡 繁雄 宛 TEL080-5152-0917 

ＴＥＬ ０８０－５１３７－１７８６   

 



  

  

 

第４３回 

岐阜県ジュニアスピードスケート競技会 

 

要   項 

１．主催主管  岐阜県スケート連盟 

２．期 日  平成 ３０年 １２月 ２２日（土） 

３．日 程  受け付け ⇒ ⇒ ⇒ 「スケート場玄関に専用受付配置」 

        開会式        

監督会議 

        公式練習             国民体育大会最終選考競技会要項による。 

        スタートトライアル  

        役員会議 

        競技開始       

        競技種目 

「小学低・高女子」 500m・1000m 「中学女子」500m・1000m･1500m・3000ｍ 

「小学低・高男子」 500m・1000m 「中学男子」500m・1000m･1500m・5000ｍ 

閉会式  競技終了後 

 

４．会 場  開会式           

        競 技       

閉会式 

５．競技方法  （１）日本スケート連盟シングルトラック・スピードスケート競技特別規則による 

        （２）出場者をもって組数を決定する。 

（各組最大人数は、短距離８名、長距離１２名とする。） 

（３）タイムレースとし、各種別各距離の順位を決定する。 

６．表 彰   男女共各種別各距離の 1 位～3 位までに賞状及びメダルを授与し、4 位から 6 位までの者に

賞状を授与する。 

７．参加資格   岐阜県内の小中学校に在学している児童及び生徒とする。 

８．参加申込    所定申込書（スピード競技会申込書「ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ」、個表「１名―距離毎１枚」）を記入の上、 

各登録団体単位で、一括して締め切り期日までに下記担当者へ郵送にて申し込むこと。 

※参加料は所属チーム毎で振り込むこと。 

（１）参加料           2,000円 

   参加料振込み期日：平成３０年１２月１７日 

     振込み先：十六銀行岩村支店 店番３３３ 口座番号１２１０１９５ 

          岐阜県スケート連盟 スピード委員会 会計 深萱 隆司 

          （注意：当日現金での受け付けは致しません。） 

（２）申込締切日  平成３０年１２月１２日（水） 

（３）申込先  

                  

        

 

 

（４）競技会参加者は承諾書の提出を必要とする。※提出なき者は参加出来ない。 

９．各級認定 （１）本競技下記会は、日本スケート連盟バッジテスト認定対象競技会とする。 

（２）合格基準表は記録会兼バッジテスト競技会に定める各級合格基準と同様である。 

場所：岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

TEL：0573-28-3390  FAX：0573-28-3369 

 

 

〒509-7122 恵那市武並町竹折 1105-1 

      宮上 嘉宏 宛  ＴＥＬ 090-3932-0954 

 

 



  

  

 

２０１９ 

恵那市長杯 第５回スピードスケート競技会 

 

要   項 

 

１．主 催  岐阜県スケート連盟 

 

２．主 管  岐阜県スケート連盟 

 

３．期 日  平成 ３１年 ２月 １１日（月） 

 

４．日 程  受け付け       １６：３０「スケート場玄関に専用受付配置」 

        監督会議       １６：４５ 

     開会式        １７：００ 

        公式練習       １７：３０～１８：００ ｽﾀｰﾄﾄﾗｲｱﾙ １７：３０～１７：５０ 

        役員会議       １８：００ 

        競技開始       １８：３０ 

        競技種目   未登録者 100ｍ（未就学児の部・小学校低・高学年男女・中学校男女） 

小学校低・高学年男女 500ｍ・1000ｍ      中学校男女 500ｍ・1500ｍ 

一般・高校生男女  500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ 

閉会式  競技終了後 

 

５．会 場  開会式 

競 技    

閉会式 

 

６．競技方法 （１）日本スケート連盟シングルトラック・スピードスケート競技特別規則による。 

       （２）出場者をもって組数を決定する。 

（各組最大人数は、短距離８名、長距離１２名とする。） 

（４） 距離―前記日程通り。 

 

７．表 彰  男女共各種別各距離の1位～3位までにメダルを授与、4位～6位まで賞状を授与して表彰する。  

       ただし、未登録者の部については 1位から 3位まで賞状のみ授与する。 

 

８．参加資格  （１）本年度岐阜県登録選手であること。 

              （２）未登録者の部は参加資格にかかる制限は設けない。 

 

９．参加申込 エントリーは各選手２種目とする。 

所定申込書（スピード競技会申込書「ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ」、個表「１名―距離毎１枚」）を記入の上、 

各登録団体単位で、一括して締め切り期日までに下記担当者へ申し込むこと。 

※未登録の部に参加申込み及び参加料は当日 16時 30分から 17時まで会場で受付る。 

※参加料は所属チーム毎で振り込むこと。 

（１）参加料 岐阜県スケート連盟登録選手  一般・高校   2,000円 

                       小中学生   1,500円 

                       未登録の部   滑走料金 

場所：岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

TEL：0573-28-3390  FAX：0573-28-3369 

 



  

  

   参加料振込み期日：平成３１年２月５日 

 振込み先：十六銀行岩村支店 店番３３３ 口座番号１２１０１９５ 

          岐阜県スケート連盟 スピード委員会 会計 深萱 隆司 

         （注意：当日現金での受け付けは致しません。） 

（２）申込締切日  平成３１年２月１日（金） 

（３）申込先  

 

 

 

（４）中学生以下は承諾書の提出を必要とする。※提出なき者は参加出来ない。 

 

１０．合格基準（１）公式競技会またはバッジテスト競技会において同一シーズン中に出されたタイムにより認

定する。 

（２）同一シーズン中の公式競技会におけるタイムが、合格基準表に規定された級のタイムを    

２距離以上にわたり更新したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒５０９－７４０３ 恵那市岩村町１９８２－１ 

          秋山 誠道  宛 

ＴＥＬ ０８０－３６６２－３２３６ 



  

  

２０１９ 

第２４回岐阜県ジュニアスピードスケート距離別競技会 

 

 

要   項 

 

 

１．主 催  岐阜県スケート連盟 

 

２．主 管  岐阜県スケート連盟 

 

３．期 日  平成 ３１年 ２月 １５日（金） 

 

４．日 程  受け付け       １６：３０「スケート場玄関に専用受付配置」 

        開会式        １６：４５ 

        公式練習       １７：３０～１８：００ ｽﾀｰﾄﾄﾗｲｱﾙ １７：４０～１８：００ 

        役員会議       １８：００ 

        競技開始       １８：３０ 

        競技種目 

小学校低学年（男・女） 500ｍ・1000ｍ      

小学校高学年（男・女） 500ｍ・1000ｍ      

中学校（男・女）    500ｍ・1000ｍ・1500ｍ 

高校生（女）       500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・3000ｍ 

高校生（男）       500ｍ・1000ｍ・1500ｍ・5000ｍ 

所属クラブ（男・女）  2000ｍリレー 

閉会式  競技終了後 

 

５．会 場  開会式 

競 技    

閉会式 

 

６．競技方法 （１）日本スケート連盟シングルトラック・スピードスケート競技特別規則による。 

       （２）出場者をもって組数を決定する。 

（各組最大人数は、短距離８名、長距離１２名とする。） 

（３） 距離―前記日程通り。 

 

７．表 彰  男女共各種別各距離の 1位～3位までに賞状を授与して表彰する。 

 

８．参加資格  （１）日本スケート連盟登録選手で岐阜県内の高等学校に在学している生徒とする。 

              （２）岐阜県内の小・中学校に在学している児童及び生徒とする。 

        （３）リレー競技は所属するクラブのメンバーで構成すること。 

（男女混合の場合は男子の部で競技する。） 

（４）1名２距離以内の選択とする。（リレーは除く） 

 

 

場所：岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場 

TEL：0573-28-3390  FAX：0573-28-3369 

 



  

  

 

９．参加申込 所定申込書（スピード競技会申込書「ｴﾝﾄﾘｰﾌｫｰﾑ」、個表「１名―距離毎１枚」）を記入の上、 

各登録団体単位で、一括して締め切り期日までに下記担当者へ申し込むこと。 

※参加料は所属チーム毎で振り込むこと。 

 

（１）参加料    １,000円 

   参加料振込み期日：平成３１年２月１１日 

 振込み先：十六銀行岩村支店 店番３３３ 口座番号１２１０１９５ 

          岐阜県スケート連盟 スピード委員会 会計 深萱 隆司 

         （注意：当日現金での受け付けは致しません。） 

 

（２）申込締切日  平成３１年２月５日（火） 

 

（３）申込先  

 

 

 

 

（４）中学生以下は承諾書の提出を必要とする。※提出なき者は参加出来ない。 

 

１０．合格基準（１）公式競技会またはバッジテスト競技会において同一シーズン中に出されたタイムにより認

定する。 

（２）同一シーズン中の公式競技会におけるタイムが、合格基準表に規定された級のタイムを    

２距離以上にわたり更新したとき。 

 

 

〒５０９－７４０３ 恵那市岩村町２３３４－１９ 

          高山 雄匠  宛 

ＴＥＬ ０９０－３５６７－７４１０ 


