
□主　催・主　管
□協　力 千葉県スケート連盟

１． 日       時 平成３０年 ３月３０日（金） ０８：００～２２：００　＊予定
３月３１日（土） ０８：００～２２：００　＊予定
４月　１日（日） １０：００～２２：００　＊予定

※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）

※公式練習は有りません。

２． 会       場 ダイドードリンコアイスアリーナ
〒202-0021 西東京市東伏見 ３－１－２５ 西武新宿線東伏見駅前

３． 競技種目
２０１８スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会
記号 SP時間
NAM ノービスA 男子 3:00 ±10 Freeのみ 日ス連内規（ノービスA）に準ずる
NAL 女子 3:00 ±10 〃 (女子は野辺山合宿選考でないクラス）
NBM ノービスB 男子 2:30 ±10 Freeのみ 日ス連内規（ノービスB）に準ずる
NBL 女子 2:30 ±10 〃 (野辺山合宿選考でないクラス）
5M ５級 男子 2:40 ±10 SPのみ 高校生以下。ＩＳＵ規程（ジュニア）に準ずる
5L 女子 2:40 ±10 〃 〃
4M ４級 男子 3:00 ±10 Freeのみ 高校生以下。別頁参照
4L 女子 3:00 ±10 〃 〃
3M ３級 男子 2:30 ±10 Freeのみ 高校生以下。別頁参照
3L 女子 2:30 ±10 〃 〃
2M ２級 男子 1:00 ±10 Freeのみ 別頁参照
2L 女子 1:00 ±10 〃 〃
1M １級 男子 1:00 ±10 Freeのみ 別頁参照
1L 女子 1:00 ±10 〃 〃
0M 初級 男子 1:00 ±10 Freeのみ 別頁参照
0L 女子 1:00 ±10 〃 〃

JDＦ ジュニア フリーダンス 3:30 ±10 〃 ＩＳＵ規程（ジュニア）に準ずる
NDＦ ノービス フリーダンス 3:00 ±10 〃 ＩＳＵ規程（アドバンストノービス）に準ずる
JP ジュニア ペア 3:00 ±10 〃 ISU規定(ジュニア)に準ずる

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。

記号 SP時間

A1L 有望新人ノービスA1　　女子 3:00 ±10 Freeのみ

A2L 有望新人ノービスA2　　女子 3:00 ±10 〃

B1L 有望新人ノービスB1　　女子 2:30 ±10 Freeのみ

B2L 有望新人ノービスB2　　女子 2:30 ±10 〃

BM 有望新人ノービスB　　男子 2:30 ±10 〃

２０１８スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会
  （兼）　第２８回全国有望新人発掘合宿　東京ブロック選考会

東京都スケート連盟

※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。

※【注意】エントリーやお問い合わせの前には、別紙の注意事項を必ずご一読ください。問い合わせ対応に時間がかかり、滑
走順発表などが遅れる原因となっております（例：スケート年齢間違い・カテゴリー間違い）。

クラス（級） Free時間 （ウェルバランス）

6級以上 日ス連内規（ノービスA）に準ずる。
日本国籍を持ち、東京都より選手登録をしていること
2005年7月1日～2006年6月30日生まれであること

6級以上 日ス連内規(ノービスA)に準ずる
日本国籍を持ち、東京都より選手登録をしていること
2006年7月1日～2007年6月30日生まれであること

5級以上　日ス連内規（ノービスB）に準ずる。
日本国籍を持ち、東京都より選手登録をしていること
2007年7月1日～2008年6月30日生まれであること

4級以上　日ス連内規(ノービスB)に準ずる。
日本国籍を持ち、東京都より選手登録をしていること
2008年7月1日～2009年6月30日生まれであること

更新日：2018年 1月16日

クラス（級） Free時間 （ウェルバランス）

 （兼）　第２8回全国有望新人発掘合宿　東京ブロック選考会

3級以上　日ス連内規(ノービスB)に準ずる。
日本国籍を持ち、東京都より選手登録をしていること
2007年7月1日～2009年6月30日生まれであること



４． 出場資格 申込時点までに該当テスト級を取得していること。
スプリングトロフィー 別頁のクラス早見表を参照し、該当クラスに申し込むこと。

申込時点で高校生以下であること。但しペアについては年齢制限なし。

有望新人選考会 ※本選考会は東京ブロックにおいて第２8回全国有望新人発掘合宿の女子､ﾉｰﾋﾞｽB男子参加者を選抜する
選考会であり、２０１８　スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会内で実施されます。
※したがって全国有望新人発掘合宿へ参加を希望する選手は、原則本競技会へのエントリーが必要となります。
（合宿への参加を希望しない方は、他の参加可能なクラスへ大会申込を行ってください。）

５． 表       彰     各種目 １～３位にトロフィー、１～６位に賞状を授与。　各競技終了後、アリーナ内にて行う。

６． 参  加  料 12,000円（ペア、ダンスは1組12,000円）　　

＊申し込みおよび入金後の返金は一切致しかねます。

７． 音       楽 音源はＣＤのみ
 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。）

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。
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1週間前頃を予定）

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/）→
Figure Skating→大会結果→地方競技会→13　東京

※ 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． 入場整理券 大人１名  1,000円（プログラム付）　小学生以下 無料　
※ 出場選手は不要、当日券のみ発売、当日のみ有効

１０．申込方法 ※スケート年齢で必ず申し込みの事
〔東京都登録〕 ①申込書＆予定要素表の申請

日本スケート連盟HP「競技会オンライン申込サイト」（https://www.skatingjapan.jp/entry/） から申し込む。
※予定要素表が提出されない場合は、出場をお断りする場合があります。
②参加料：指定口座に期日内入金のこと。
③申込期間：平成３０年２月５日（月）～ ２月９日（金） の間（振込みも含む）

　
〔他府県登録〕 ①申込書＆予定要素表の申請

日本スケート連盟HP「競技会オンライン申込サイト」（https://www.skatingjapan.jp/entry/） から申し込む。
※予定要素表が提出されない場合は、出場をお断りする場合があります。
②申込期間：平成３０年２月５日（月）～ ２月９日（金） の間（エントリーのみ、入金は当選通知後）

参加抽選の後、当選者発表は３月５日（月）頃メールにて通知。
（エントリー時必ず連絡先メールアドレスを入力してください。また着信拒否設定をされてる方は
tokyoskate13shiai@yahoo.co.jpを受信できるよう設定お願いします)

当選者は以下の手続きを行う。
③参加料：指定口座に指定期日内入金のこと（当選通知に詳細を記載）。
　※【注意】大会参加の有無に関わらず、必ずご入金下さい。

※テスト受験用の申込整理番号でも申込可能です。
※オンラインにてエントリーできなかった場合は、大会事務局までお問い合わせください。

１１．振込・問い合わせ先
■参加料振込先

三菱東京UFJ銀行 日比谷支店 普通預金　Ｎｏ．0077154
東京都スケート連盟F事業部
トウキョウトスケートレンメイエフジギョウブ

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：NAL＋選手名 ）を明記のこと。

■大会問い合わせ・棄権連絡
　2018スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会事務局

メール tokyoskate13shiai@yahoo.co.jp
（件名を「スプリングトロフィー」にし、本文に選手名・カテゴリー記号を明記すること。）

※棄権連絡は大会前日までに上記メールアドレスに事前連絡のこと（電話不可）。

※予定要素の変更は１０日前までにオンラインにて行う事。

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。（但しアイスダンスは他ブロックからの出場
も検討する（拠点強化合宿利用カップルも含む。））

mailto:tokyoskate13shiai@yahoo.co.jpを受信できるよう設定お願いします)
mailto:tokyoskate13shiai@yahoo.co.jp

