
 

第２０回  栃木県小学校フィギュアスケート大会 

 

要  項 

 

１．主催 栃木県スケート連盟 

２．競技期日 令和元年１１月２４日（日）９：００ ～ １９：００ 

３．競技会場 宇都宮市スケートセンター 

４．競技種目 ○選手権の部 （男女） ５級以上（ISUジュニア課題） 

             女子 フリー３分３０秒±10秒 

     ○Aクラス  （男女）４級以上 （ノービスＡ課題に準ずる） 

               男子  フリー３分±10秒 

               女子  フリー３分±10秒 

       ○Bクラス  （男女）３級以上  （ノービスＡ課題に準ずる） 

               男子  フリー２分３０秒±１０秒 

               女子  フリー２分３０秒±１０秒 

       ○Ｃクラス  （男女）２級以上（ISU JS下位クラス２級に準ずる） 

                男女  フリー２分±１０秒         

○Ｄクラス  （男女）１級・初級（ISU JS下位クラス１級に準ずる） 

                男女  フリー１分±１０秒  

       ○Ｅクラス  （男女）無級（ISU JS下位クラス無級に準ずる） 

                男女  フリー１分±１０秒  

 

５．課 題  ２０１９～２０２０年 ＩＳＵ及び（財）日本スケート連盟競技規定による。 

６．採点方法 全クラス新採点システムにて試合を行う。 

７．参加資格 栃木県の小学校に在籍している児童であること。 

８．申込方法 下記 URL『（公財）日本スケート連盟ＨＰ「JSFマイページ」』より申し込む。 

     https://www.skatingjapan.jp/mypage/ 

９．申込期間 令和元年１１月１日（金）～１１月８日（金） 

       ※予定要素表は１１月２１日（木）までにマイページより登録すること。 

１０． 参加料金 １名につき１０，０００円（参加選手名による銀行振込に限る） 

             <振込先> 足利銀行 江曽島支店 普通 ５１０７８５３ 

             口座名義：栃木県スケート連盟 フィギュア監事 山川圭美 

１１．音源  ＣＤ（予備の音源をリンクサイドに用意しておくこと。） 

１２．表彰  各種目１位にトロフィー 

       １位～３位に賞状を授与 

１３．その他  今回の滑走順の抽選は、競技役員立会いのもと事前に行うものとし、 

        タイムスケジュール等の詳細は抽選後滑走順と合わせてお知らせします。 

        公式練習は（１人 800円）とします。 

 

 

 

 

https://www.skatingjapan.jp/mypage/


 

 

令和元年度 県下中学校総合体育大会スケート競技選手権大会 

兼第４０回全国中学生スケート競技選手権フィギュア部門大会 栃木県予選会 

 

要  項 

 

  １． 主  催  栃木県スケート連盟・栃木県中体連スケート専門部 

  ２． 競技期日  令和元年１１月２４日（日） 

開場：８：４５ 公式練習：９：１５～ 競技：１１：３０～ 

  ３． 競技会場  宇都宮市スケートセンター 

  ４． 競技種目  ○ 選手権の部 ５級以上 （ISUジュニア課題） 

               男子  ショートプログラム ２分４０秒±１０秒 

                   フリースケーティング ３分３０秒±１０秒 

               女子  ショートプログラム ２分４０秒±１０秒 

フリースケーティング ３分３０秒±１０秒 

〇 Ａクラス ４級以上 （ISUノービスＡ課題に準ずる） 

               男子  フリー ３分±１０秒 

               女子  フリー ３分±１０秒 

〇 Ｂクラス ３級以上 （ISUノービスＢ課題に準ずる） 

               男子  フリー ２分３０秒±１０秒 

               女子  フリー ２分３０秒±１０秒 

〇 Ｃクラス ２級以上（IJS下位クラス２級に準ずる） 

                男女  フリー ２分±１０秒 

〇 Ｄクラス １級以下（IJS下位クラス１級に準ずる） 

               男女  フリー １分±１０秒 

 

  ５． 課  題  ２０１９～２０２０年 ＩＳＵ及び（財）日本スケート連盟競技規程による。 

  ６． 採点方法  全クラス新採点システムにて試合を行う。 

  ７． 参加資格  栃木県中学校体育連盟に加盟している中学生徒であること。 

  ８． 申込方法  下記 URL『（公財）日本スケート連盟ＨＰ「JSFマイページ」』より申し込む。 

               https://www.skatingjapan.jp/maypage/ 

９． 申込期間  令和元年１１月１日（金）～１１月８日（金） 

           ※予定要素表は１１月２１日（木）までにマイページより登録すること。 

１０． 参加料金  １名につき１０，０００円（参加選手名による銀行振込に限る） 

                   <振込先> 足利銀行 江曽島支店 普通 ５１０７８５３ 

                   口座名義：栃木県スケート連盟 フィギュア監事 山川圭美 

 １１． 音  楽  ＣＤ（予備の音源をリンクサイドに用意しておくこと。） 

 １２.  表  彰  各種目１位～３位に賞状を授与 

 １３． そ の 他  競技役員により、事前抽選となります。タイムスケジュール等の詳細は 

           抽選後滑走順と合わせてお知らせします。 

           公式練習代は８００円とします。 

 

https://www.skatingjapan.jp/maypage/


令和元年度栃木県中学校総合体育大会フィギュア競技選手権大会 

兼第４０回全国中学生スケート競技選手権フィギュア部門大会 栃木県予選会要項 

 

  １． 主  催  栃木県スケート連盟・栃木県中学校体育連盟スケート専門部 

  ２． 競技期日  令和元年１１月２４日（日） 

開場：８：４５ 公式練習：９：１５～ 競技：１１：３０～ 

  ３． 競技会場  宇都宮市スケートセンター 

  ４． 競技種目  ○ 選手権の部 ５級以上 （ISUジュニア課題） 

               男子  ショートプログラム ２分４０秒±１０秒 

  フリースケーティング ３分３０秒±１０秒 

               女子  ショートプログラム ２分４０秒±１０秒 

フリースケーティング ３分３０秒±１０秒 

〇 Ａクラス ４級以上 （ISUノービスＡ課題に準ずる） 

               男子  フリー ３分±１０秒 

               女子  フリー ３分±１０秒 

〇 Ｂクラス ３級以上 （ISUノービスＢ課題に準ずる） 

               男子  フリー ２分３０秒±１０秒 

               女子  フリー ２分３０秒±１０秒 

〇 Ｃクラス ２級以上 

 男女  フリー ２分±１０秒（IJS下位クラス２級に準ずる） 

〇 Ｄクラス １級以下 

   男女  フリー １分±１０秒（IJS下位クラス１級に準ずる） 

 

  ５． 課  題  ２０１９～２０２０年 ＩＳＵ及び（財）日本スケート連盟競技規程による。 

  ６． 採点方法  全クラス新採点システムにて試合を行う。 

  ７． 参加資格  栃木県中学校体育連盟に加盟している中学生徒であること。 

  ８． 申込方法  下記 URL『（公財）日本スケート連盟ＨＰ「JSF マイページ」』より申し込む。 

        https://www.skatingjapan.jp/maypage/ 

 また、県中体連ホームページスケート専門部から様式２をダウンロードし、必要

事項を記入・押印し、１１月２２日（金）までに、下記宛てに提出（郵送可）。 

（提出先：321-1423日光市七里 1020 日光市立東中学校 担当 森 卓也） 

９． 申込期間  ①令和元年１１月１日（金）～１１月８日（金）（スケート連盟に） 

          ※予定要素表は１１月２１日（木）までにマイページより登録すること。 

         ②令和元年１１月２２日（金）までに、様式２を提出（県中体連スケート専門部

に） 

 １０． 参加料金  １名につき１０，０００円（参加選手名による銀行振込に限る） 

                   <振込先> 足利銀行 江曽島支店 普通 ５１０７８５３ 

                   口座名義：栃木県スケート連盟 フィギュア監事 山川圭美 

 １１． 音  楽  ＣＤ（予備の音源をリンクサイドに用意しておくこと。） 

 １２.  表  彰  各種目１位～３位に賞状を授与 

 １３． そ の 他  競技役員により、事前抽選となります。タイムスケジュール等の詳細は 

           抽選後滑走順と合わせてお知らせします。 

           公式練習代は８００円とします。 

https://www.skatingjapan.jp/maypage/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



令和元年度栃木県高等学校総合体育大会スケート競技選手権大会フィギュア競技 兼 
第 69回全国高等学校総合体育大会スケート競技選手権大会フィギュア競技栃木県予選会 

 
要 項 

 
１．主催    栃木県高等学校体育連盟 
 
２．共催        栃木県スケート連盟 
 
３．主管        栃木県高等学校体育連盟スケート専門部 
 
４．期日       令和元年１１月２４日（日） 
           
５．会場       宇都宮市スケートセンター 
 
６．競技種目および課題 

・選手権の部（５級以上）ＩＳＵジュニア課題 
             男子・女子  ＳＰ ２分４０秒±１０秒  ＦＳ ３分３０秒±１０秒 

・Ａクラス（４級以上）ノービスＡ課題   
男子・女子   ＦＳ   ３分±１０秒 

・Ｂクラス（３級以上）ノービスＢ課題 
             男子・女子   ＦＳ   ２分３０秒±１０秒  

・Ｃクラス（２級以上）ＩＳＵ下位クラス２級に準ずる 
             男子・女子   ＦＳ   ２分±１０秒 

・Ｄクラス（１級以下）ＩＳＵ下位クラス１級に準ずる 
                            男子・女子   ＦＳ  １分±１０秒  
 
７．競技規程    2019～2020年 ＩＳＵ及び(公財)日本スケート連盟競技規程による。 
 
８．参加資格 （１）本連盟に加盟している学校生徒で、当該大会要項の資格を満たした者。 
         （２）平成１２年４月２日以降に生まれた者で、１９歳未満の者とする。 
          但し、同一学年での出場は、一回限りとする。 
         （３）転校６カ月未満の者は、参加を認めない。 
               但し、一家転住等やむを得ない場合は、高体連会長の承認があればよい。 
 
９．申込方法   申込みは、①web および ②郵送 の 2カ所とする。（両方の手続きを行うこと） 
        ①(公財)日本スケート連盟HP「JSFマイページ」 

https://www.skatingjapan.jp/mypage/ から申込みをする。 
        ②「申込書」を下記申込先に郵送する。 
            〈申込先〉〒321－1436  日光市久次良町１04番地  日光明峰高等学校内  
                          栃木県高等学校体育連盟スケート専門部  中西翔一 宛 
                       電 話 0288－53－0264    ＦＡＸ  0288－53－2301 
 
10．申込期間  令和元年 11月 1日(金)～11月 8日(金) 

※予定要素表は 11月 21日(木)までにマイページより登録すること。 
 
11．参加料      1人 10,000円  下記振込先に選手名で振込むこと 

【内訳】参加料１校男女別：2,000円（高体連） 
大会運営費：１人 8,000円（県スケート連盟） 

〈振込先〉足利銀行 江曽島支店 普通５１０７８５３ 
            口座名義：栃木県スケート連盟 フィギュア監事 山川圭美 

 
12．表彰        男女別総合１位～３位に賞状を授与する。 
 
13．音楽    ＣＤ 
 
14．その他   開場：8時 45分  公式練習：9時 15分～  競技：11時 30分～  （予定） 

滑走順は、競技役員による事前抽選で決定します。 
        タイムスケジュール等の詳細は、抽選後、滑走順と合わせてお知らせします。 

                 公式練習は無料です。 

大会期間中における安全対策及び緊急時の対応については栃木県高等学校体育連盟

「危機管理マニュアル」に則り、適切に対応します。 

 

 

 

 
 



  令和元年度栃木県高等学校総合体育大会スケート競技選手権大会フィギュア競技 兼  
  第 69回全国高等学校総合体育大会スケート競技選手権大会フィギュア競技栃木県予選会 
 
 
 
 

参 加 申 込 書 
 
 
学校名              高等学校 

 
学校長名                印 

 
記載責任者名              印 

 
 
 

参加選手 

氏  名 性 別 学 年 取得級 出 場 種 目 

 

 

男・女       年      級 選手権・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

 

 

男・女       年      級 選手権・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

 

 

男・女       年      級 選手権・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

 

 
男・女       年      級 選手権・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

 

 

男・女       年      級 選手権・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

 

 
男・女       年      級 選手権・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 

性別、出場種目は○をつけて下さい 

 

 


