
東京夏季Jr、要項　2012/6/19

□主　催 ８． 滑　走　順 申し込み締め切り後大会役員により抽選し、決定。

■主　管 東京都スケート連盟 日本スケート連盟公式ホームページに、暫定版を発表（競技会６日前頃を予定）

□協　力 千葉県スケート連盟 ＪＳＦのトップページ→フィギュア・スケート→

公式結果サイト（http://www.skatingjapan.jp/）→

１． 日       時 平成２４年８月３０日(木)     １０：００～２２：００　＊予定 Figure Skating→大会結果→地方競技会→13　東京

８月３１日（金）    ８：００～２２：００　＊予定 ※ 修正した最終版は、大会当日に掲示するので、十分注意すること。

９月　１日（土）　　８：００～２２：００　＊予定
９月　２日（日）    １０：００～２２：００　＊予定 ９． 入  場  料 無料　（警備都合上、身分証（公的）の提示をお願いする場合があります）

１０． 申込方法

【A】.日ス連登録をしている選手（オンライン申請）
〔東京都登録〕 ①申込書＆予定要素表の申請

※他府県からの参加は抽選によって決定されます。（参加料振込みは当選通知後） 日本スケート連盟HP「競技会オンライン申込サイト」からのみ受付とする。

※公式練習は有りません。 https://www.skatingjapan.jp/entry/ より申し込む。

②参加料：指定口座に期日内に振込み

③申込期間：平成２４年７月１日（日）～ ７月５日（木） の間（振込みも含む）

２． 会       場 DyDoドリンコアイスアリーナ ④送付書類：①のサイト申込確認書を印刷し、②の振込控の写しを裏に添付の上、

〒202-0021 西東京市東伏見 ３－１－２５ 西武新宿線東伏見駅前 　指定送付先に郵送（③の期間内に入金し、すみやかに郵送）

〔他府県登録〕 ①申込書＆予定要素表の申請
３． 競技種目 日本スケート連盟HP「競技会オンライン申込サイト」からのみ受付とする。

記号 クラス （級） （Free時間） （SP時間） （備考） https://www.skatingjapan.jp/entry/ より申し込む。

JM ジュニア 男子 4:00 Freeのみ ＩＳＵ規程（ジュニア）に準ずる ②申込期間：平成２４年７月６日（金）～ ７月１０日（火）の間（エントリーのみ、入金は当選通知後）

JL 女子 3:30 〃 〃 参加抽選を行い、当選者発表は７月２１日頃郵送をもって通知。
NAM ノービスA 男子 3:30 Freeのみ 日ス連内規（ノービスA）に準ずる 当選の場合（当選者）　以下③④を行う。

NAL 女子 3:00 〃 〃 ③参加料：指定口座に振込み（当選通知に詳細を記載）

NBM ノービスB 男子 3:00 Freeのみ 日ス連内規（ノービスB）に準ずる ④送付書類：①サイト申込確認書を印刷したものに②振込控の写しを裏に添付の上、

NBL 女子 2:30 〃 〃 　指定送付先に郵送（③の期間内に入金し、すみやかに郵送）

5M ５級 男子 3:30 Freeのみ 日ス連内規（ノービスA）に準ずる 【B】.日ス連登録をしていない選手（オフライン申請）　※初級～2級のうち日ス連登録をしていない選手

5L 女子 3:00 〃 〃 〔東京都〕 ①申込書：大会参加申込書（資料A）および予定要素表（資料B）に必要事項を明記

4M ４級 男子 3:00 Freeのみ 日ス連内規（ノービスB）に準ずる ②参加料：指定口座に振込み

4L 女子 2:30 〃 〃 ③送付書類：①の申込書に②の振込控の写しを添付し、①の要素表とともに指定送付先に郵送

3M ３級 男子 3:00 Freeのみ 日ス連内規（ノ－ビスＢ）に準ずる ④受付期間：平成２４年７月５日（木） 必着
3L 女子 2:30 〃 〃

2M ２級 男子 2:00 Freeのみ ウェルバランスについては別頁参照 ①申込書：大会参加申込書（資料A）および予定要素表（資料B）に必要事項を明記

2L 女子 2:00 〃 〃 〔他府県〕 ②送付書類：①の申込書および①の要素表を指定送付先に郵送

1M １級 男子 1:00 Freeのみ ウェルバランスについては別頁参照 ③受付期間：平成２４年７月１０日（火）必着（エントリーのみ・入金）
1L 女子 1:00 〃 〃 参加抽選を行い、当選者発表は２月２１日頃郵送をもって通知。
0M 初級 男子 1:00 Freeのみ ウェルバランスについては別頁参照 当選の場合（当選者）　以下③④⑤の工程を行う

0L 女子 1:00 〃 〃 ④参加料：指定口座に振込み（当選通知に詳細を記載）

JD ジュニア 3:30 ＦＤのみ ＩＳＵ規程（ジュニア）に準ずる ⑤送付書類：④の振込控の写しをすみやかに指定送付先に郵送
NDF ノービス 3:00 〃 日ス連内規（ノ－ビスダンス）に準ずる

NDP ノービス PDのみ

SS シニア シンクロ 4:30 Freeのみ ＩＳＵ規程（シニア）に準ずる 振込・郵送先および問い合わせ先

JS ジュニア シンクロ 4:00 〃 ＩＳＵ規程（ジュニア）に準ずる

NS ジュベナイル シンクロ 3:00 〃 同年開催のジャパン・オープンの要項に順ずる １１． ■参加料振込先

JP ジュニア ペア 4:00 Freeのみ ＩＳＵ規程（ジュニア）に準ずる みずほ銀行 稲毛支店 普通預金　Ｎｏ．4104919
注１：参加者多数の場合、学年や年齢等によりクラス分けをすることがあります。 東京都スケート連盟Ｆ競技部

トウキョウトスケートレンメイエフキョウキ゛フ゛

４． 出場資格 注：振込者名は、必ず選手名（父母名義は不可）とし、左記種目記号（例：JL＋選手名 ）を明記のこと

６月末日時点で該当テスト級を取得していること。所持級のクラスに申し込むこと。

東京または関東ブロック所属のクラブに選手登録していること。 ■参加申込書送付先

申込時点で高校生以下であること。但しペア、シンクロについては年齢制限なし。 東京都スケート連盟フィギュア部
〒202-0021 西東京市東伏見 ３－１－２５　ＤｙＤｏアリーナ内

５． 表       彰     各種目 １～３位に楯、１～６位に賞状を授与。　各競技終了後、アリーナ内にて行う。 （不必要な書類の送付は硬くお断りいたします）

■大会問い合わせ・棄権連絡

６． 参  加  料 12,000円(ペア、ダンスは1名1０,000円)　　＊シンクロは1名3,000円（補欠含む） 　2012　東京夏季フィギュアスケート・ジュニア競技大会
＊申し込みおよび入金後の返金は一切致しかねます。 メール tokyoskate13shiai@yahoo.co.jp

（件名を「夏季ジュニア」にし、本文に選手名・カテゴリー記号を明記すること。）

７． 音       楽 音源はＣＤのみ TEL ０３－６２２９－２７６６ （平日　11時～18時）

 注：氏名・出場種目を記入し、出場３０分前までに提出のこと

 ※競技規程により、予備の音源を必ずリンクサイドまで持参のこと
   （音楽再生事故時に予備を持参していないと棄権となります）

※棄権連絡は大会3日前までに事前連絡のうえ、上記のメールアドレス（メールのみ）に連
絡。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以降当日は、会場にて書面持参すること。

東京新聞・東京中日スポーツ　楯争奪　2012　東京夏季フィギュアスケート・ジュニア競技大会

要     項

注２：ダンス・ペア・シンクロの採点法は、IJS採点実施の方向で検討中です。

東京都スケート連盟・東京新聞・東京中日スポーツ

パターンダンス

フリーダンス

フリーダンス

※【重要】今大会の参加申込方法は日ス連選手登録の有無および所属クラブの所在地によって異
なります。「10.申込方法」を熟読の上申し込んでください。
※全選手によるオンライン登録への移行を推奨しております。但し、初～2級の選手は従来通りオ
フライン（「10．申込方法B参照」での申込も受け付けております。

※別紙に注意事項が記載されてます。　必ずご一読の上、エントリーおよびお問い合わせ下さ
い。（読んでない状態でのお問い合わせが多く、手続きに時間がかかり滑走順発表などが遅れ
る原因となってます。例：スケート年齢間違い・カテゴリー間違い）きちんと読んで正しくお申込み

注：振込控の写しを参加申込書に添付すること。

mailto:tokyoskate13shiai@yahoo.co.jp


１． 本大会の申し込みに関して

２． 申し込み期間について（オンライン・オフライン申請共通）

３． オンラインにおける大会申込確認書について

４． 入金について

５． 予定要素の変更について

６． 曲名やコーチの変更について

７． 大会問い合わせについて

大会に関する問い合わせは、　問い合わせ欄に記載の場所にご連絡下さい。（東京都スケー
ト連盟とは異なります、ご注意ください）オンラインの申込操作に関する問い合わせにつきまし
ては、「（財）日本スケート連盟　競技会参加申込サイト」上に記載されている所定の問い合わ
せ先にてお問い合わせ下さい。（大会問合せはパスワード忘れやＰＣ操作に関するお問い合
わせは受付かねます）

本大会の申し込みについて、日本スケート連盟競技者登録をしている方は、競技者登録番号
とパスワードを利用して、日本スケート連盟ホームページオンライン大会申し込みサイト「（財）
日本スケート連盟　競技会参加申込サイト」より、オンラインでエントリーができます。
競技者登録をしていない方につきましては、郵送で申し込みを受け付けます。（初～2級まで）
大会申込用紙に必要事項を明記し、必要書類を添付の上、指定送付先住所（東京都スケー
ト連盟事務局）に郵送してください。
なお、テスト受験用の登録番号（Ｔで始まるもの）では、オンライン申し込み出来ませんので、
書類による申し込みを行ってください。オンライン申し込みには、Ｔのつかない正式の競技者
登録番号が必要です。

申込確認書は、申し込み終了後速やかにダウンロードまたは印刷をしておいて下さい。申込
期間中はweb上で確認・ダウンロードができますが、締切後はできませんのでご注意くださ
い。他府県の方も、申し込み時にダウンロードを行い、当選通知を受け取るまで、大切に保存
してください。

大会申し込みにおける注意事項


申込期間が東京都登録と、他府県登録により異なります。
【東京都登録の方】＝申込期間中に「10.申込方法」の①～④全て完了のこと。
【他府県登録の方】＝申込期間中に「10.申込方法」の①～②のみ行い、その後当選通知を受
け取った方のみ③～④を完了のこと。（出場意志の有無に関係なく入金をお願いいたしま
す。）
申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。

予定要素表は申込時に必ず全員記入・入力して下さい。
オフラインで予定要素提出の方⇒当日の音源提出の際に所定の用紙を提出して下さい。
オンライン申請の方は大会10日前までweb上で受け付けます。以降の変更につきましては、
大会当日の音源提出の際に所定の用紙を提出して下さい。

プログラム印刷の都合上、大会申し込み後の曲名、コーチ名の変更は一切できません。記入
無き場合は空欄となります。

団体での入金はお断り致します。全て個人名での入金でお願い致します。また、入金後の返
金は致しかねますので、あらかじめご了承ください。


