令和元年(2019年)度 第４６回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
要項
・ 日程

令和元年（２０１９年)
８月１日(木) フリー
８月２日(金) フリー
８月３日(土) フリー、ショートプログラム
８月４日(日) フリー、北川奨励杯授与式
※選手権・ジュニア選手権競技においては、ショートプログラムも行います。
※採点方式は、全てＩＳＵジャッジング・システムです。
※新年度ルールで採点を行います。

・ 場所

ヘルスピア倉敷アイスアリーナ（30ｍ×60ｍ） 駐車場(無料)３００台あり
TEL：086-444-0887
岡山県倉敷市連島町西之浦4141
※会場への競技会に関する問い合わせはご遠慮ください。

・ 主催・主管 京都府スケート連盟
・ 競技種目 ○男子・女子シングル競技
①８・７級選手権競技、②８･７級ジュニア選手権競技、③６級ジュニア選手権競技
④ノービスＡ競技、⑤ノービスＢ競技
⑥５級競技、⑦４級競技、⑧３級競技、⑨２級競技、⑩１級競技、⑪初級・無級競技
※但し、上記④～⑤では参加者多数の場合、テスト級によって競技種目を分ける可能性があります。
※但し、上記⑥～⑩では参加者多数の場合、学年によって競技種目を分ける可能性があります。
※但し、上記⑪では参加者多数の場合、テスト級・学年によって競技種目を分ける可能性があります。

・ 出場資格 ○西日本地区各府県連盟に登録された中学生・小学生であること。
○テスト級
２０１９年７月１日現在、各級に該当する総合合格者であること。
（ノービスＡは男子５級以上、女子は６級以上。ノービスＢは男子４級以上、女子は５級以上。）
※但し、①８・７級選手権競技、②８･７級ジュニア選手権競技、③６級ジュニア選手権競技及び
④ノービスＡ競技､⑤ノービスＢ競技に限り競技会前日までの取得見込みでも可。
全競技種目において申込締切日以後の出場種目の変更は不可。
(上記①～⑤において取得見込み級が取得できなかった場合でも出場種目の変更は不可。
申し込み級で出場すること。）
○年齢
＜選手権競技＞
２０１９年７月１日以前に１５才に達している者。
＜ ジュニア選手権競技＞
２００４年４月２日～２００６年６月３０日の間に出生した者。
＜ ノービス競技＞
Ａｸﾗｽ： ２００６年７月１日～２００８年６月３０日の間に出生した者。
Ｂｸﾗｽ： ２００８年７月１日～２０１０年６月３０日の間に出生した者。

・ 競技規程 ＩＳＵ及び（公財）日本スケート連盟規程による。
全ての競技種目の採点を ＩＳＵジャッジング・システムで行う。

・ 表彰

各種目

１位～３位メダル及び賞状

４位～８位

賞状

◎特別賞 北川奨励杯
１名
この賞は初代京都府スケート連盟会長で、本競技会創設者である北川重蔵氏の遺志により
「将来有望な才能あるスケーター」に贈られる賞で受賞は一回のみとする。

・ 参加料金 ８・７級選手権競技、８・７級ジュニア選手権競技、６級ジュニア選手権競技は１名につき￥２０，０００
（出場選手名による銀行振り込みに限る。）
ノービスＡ競技、ノービスＢ競技及び５級競技、４級競技、３級競技は１名につき￥１３，０００
（出場選手名による銀行振り込みに限る。）
２級競技、１級競技、初級・無級競技は１名につき￥１１，０００

（出場選手名による銀行振り込みに限る。）

＜振込先＞
みずほ銀行 生駒支店 （普）１０１１８０７
「西日本中小学生フィギュア競技会事務局 代表 松本和江」

・ 申込方法 出場選手全員、（公財)日本スケート連盟ホームページの国内競技会申込みサイトからオンライン申込みすること。
バッジテスト申込整理番号でもオンライン申込み可能。

https://www.skatingjapan.jp/mypage
【申込み期間：６月１４日（金)～７月３日（水)】
最新の演技予定要素を右側のフリースケーティング欄に入力すること。＜期限：７月２０日(土)＞
※但し、新年度より登録クラブを変更する場合、または何らかの事情によりオンライン申込みできない場合は、
ＦＡＸにて申込むこと。その場合は、演技予定要素表もFAXにて提出すること。

・ 申込締切 ２０１９年７月３日（水）厳守

(この日までに、オンライン申込みと参加料振込みを完了のこと)

・ 音楽

ＣＤ (MD、カセットテープは不可。)
（注1）１枚に１曲、出場種目、氏名、所属及び演奏時間を明記すること。
（注2）予備音源(ＣＤ)を必ず持参し、演技中のトラブル発生時にすぐに提出出来るよう準備しておくこと。
（注3）ＣＤーＲＷに録音されたものは不可。
（音響機器の互換性の問題で、ＣＤーＲＷは再生出来ないため。）

・ 宿泊

各自手配のこと。

・ その他

イ．ヘルスピア倉敷施設内レストランはランチタイム(11:30〜14:00、ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ13:30)のみ、バイキング形式で営業しております。
近隣にはレストラン・喫茶店・コンビニエンスストアなどはありませんのでご了承ください。
ロ．午前９時以降日中は、プール利用客の為、駐車場が満車になる可能性がありますのでご注意ください。
ハ．出場者はテスト級を証明する手帳を持参していること。
二．出場者は必ずスポーツ傷害保険に加入すること。
ホ．公式練習時間は特に設定しない。
ヘ．滑走順抽選について： 競技の進行上、申込締切日後に選手権及びジュニア選手権のフリー以外の全ての競技種目の
滑走順を京都府スケート連盟審判員立ち会いのうえ事前に抽選し、各府県フィギュア部長宛に書面にて発表する。
ト．タイムスケジュール、出場者リスト（滑走順入り）は申込締切日後準備が出来次第、京都府スケート連盟及び
日本スケート連盟ホームページにも掲載する。
チ．問い合わせ先： 松本 和江
携帯電話：０８０－３７９６－６８５５
ＦＡＸ：０５０－３７３７－９６２０

令和元年度（２０１９年度) 第４６回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
＜競技種目及び課題＞
滑走時間(フリー)
競技種目
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

８･７級選手権競技
男子・女子
８･７級ジュニア選手権競技
男子・女子
６級ジュニア選手権競技
男子・女子
ノービスＡ競技
男子・女子
ノービスＢ競技
男子・女子
５級競技
男子・女子
４級競技
男子・女子
３級競技
男子・女子

※２級競技
男子・女子

男・女とも４分

京都府スケート連盟
滑走時間(ｼｮｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）

課題

男女とも２分４０秒±１０秒

２０１９～２０２０ ＩＳＵシニア課題

男女とも３分３０秒 男女とも２分４０秒±１０秒

２０１９～２０２０ ＩＳＵジュニア課題

男女とも３分３０秒 男女とも２分４０秒±１０秒

２０１９～２０２０ ＩＳＵジュニア課題

男・女とも３分

(公財）日本スケート連盟２０１９～２０２０ノービスＡ課題

男女とも２分３０秒

（公財）日本スケート連盟２０１９～２０２０ノービスＢ課題

男・女とも３分

(公財）日本スケート連盟２０１９～２０２０ノービスＡ課題

男・女とも３分

(公財）日本スケート連盟２０１９～２０２０ノービスＡ課題

男女とも２分３０秒

（公財）日本スケート連盟２０１９～２０２０ノービスＢ課題

男・女とも２分

ＰＣＳは、ＳＳ・ＰＥ・ＩＮの３項目で評価する。ファクター1.8(全ＰＣ共通)
転倒１回につき0.2減点。
a）ジャンプ要素 最大４個
・ジャンプ２個で構成されるジャンプ・コンビネーション又は
シークエンスを２回含むことができる、第１ジャンプは異なった
４種類を含むこと。(回転数が異なっても同じ種類とする）
・内１つはアクセル型ジャンプでなくてはならない。(ワルツジャンプは不可。)
・同じ種類のジャンプは２個まで。(回転数が異なっても同じ種類とする)
ｂ）スピン要素 最大２個 レベルＢで評価する。
すべてのスピンはフライングエントリー可。３回転未満は無価値。
・１つは１ポジションのスピン(足換えは自由、基本姿勢で５回転以上)
・１つはスピン・コンビネーション(足換えは自由、１０回転以上)
１姿勢２回転以上回転すること。

⑩

※１級競技
男子・女子

男・女とも１分

ｃ）ステップシークエンス 最大１個 レベルＢで評価する。
・氷面を十分に利用したステップシークエンス(StSq)
ＰＣＳは、ＳＳ・ＰＥ・ＩＮの３項目で評価する。ファクター1.5(全ＰＣ共通)
転倒１回につき0.2減点。
a）ジャンプ要素 最大４個
・ジャンプ２個で構成されるジャンプ・コンビネーション又は
シークエンスを１回含むことができる、第１ジャンプは異なった４種類を
含むこと。 (回転数が異なっても同じ種類とする）
・ワルツジャンプは不可。
ｂ）スピン要素 最大１個 レベルＢで評価する。
フライングエントリー可。３回転未満は無価値。
・１ポジションのスピン(足換えは自由、基本姿勢で５回転以上)

⑪

※初級・無級競技
男子・女子

男・女とも１分

ｃ）ステップシークエンス 最大１個 レベルＢで評価する。
・氷面を十分に利用したステップシークエンス(StSq)
ＰＣＳは、ＳＳ・ＰＥ・ＩＮの３項目で評価する。ファクター1.2(全ＰＣ共通)
転倒１回につき0.2減点。
a）ジャンプ要素 最大４個
・ジャンプ２個で構成されるジャンプ・コンビネーション又は
シークエンスを１回含むことができる、第１ジャンプは異なった
４種類を含むこと。(回転数が異なっても同じ種類とする）
・ワルツジャンプ可。（ﾍﾞｰｽﾊﾞﾘｭｰ0.3で認定する。)
ｂ）スピン要素 最大１個 レベルＢで評価する。
フライングエントリー可。３回転未満は無価値。
・１ポジションのスピン(足換えは自由、基本姿勢で５回転以上)

※ステップシークエンスの長さは１/２以上あれば認定する。１/２に満たない場合は無価値。
※２級競技、１級競技、初級・無級競技は、プログラムの後半にジャンプを開始しても基礎値(ＳＯＶ)を１.１倍しない。
成績処理システムが、新年度ルールに一部適応できない可能性があります。ご了承お願い致します。

令和元年度（２０１９年度） 第４６回西日本中小学生フィギュアスケート競技会

参加申込書
(新年度より登録クラブを変更する場合、または何らかの事情で
オンライン申込みができない場合のみ、ＦＡＸしてください。)
ＦＡＸ番号：０５０－３７３７－９６２０
登録連盟
府
県 スケート連盟

登録クラブ名

日ス連登録番号

バッジテスト級
級

ふりがな

性別

氏名

男・女

西暦
生年月日
西暦

年

学校名

年

月

月

日取得
年令

日生

才

学年
年

現住所 〒

ＴＥＬ・FAX
メールｱﾄﾞﾚｽ

携帯ＴＥＬ
保護者名

印

コーチ名

ＴＥＬ
ＴＥＬ
ＴＥＬ
ＴＥＬ

競技種目

出場する種目を○で囲んでください。

①８･７級選手権競技

⑥５級競技

②８･７級ジュニア選手権競技

⑦４級競技

③６級ジュニア選手権競技

⑧３級競技

④ノービスＡ競技

⑨２級競技

⑤ノービスＢ競技

⑩１級競技
⑪初級・無級競技

２０１９年

月

日
京都府スケート連盟御中

＜注意＞
・新年度より登録クラブを変更する場合、または何らかの事情でオンライン申込みができない場合のみ、
この参加申込書と別紙演技予定要素表を京都府スケート連盟事務局宛にＦＡＸしてください。
・競技種目④～⑤では参加者多数の場合、テスト級によって競技種目を分ける可能性があります。
・競技種目⑥～⑩では参加者多数の場合、学年によって競技種目を分ける可能性があります。
・競技種目⑪では参加者多数の場合、テスト級・学年によって競技種目を分ける可能性があります。
※申込み内容は、今大会以外での使用はいたしません。

令和元年度（２０１９年度) 第４６回西日本中小学生フィギュアスケート競技会

演技予定要素表
（新年度より登録クラブを変更する場合、または何らかの事情で演技予定要素の
オンライン入力ができない場合のみ、ＦＡＸしてください。)
京都府スケート連盟事務局 ＦＡＸ番号：０５０－３７３７－９６２０

★性別、出場種目を○で囲んでください。
（ ８・７級選手権 ８･７級ジュニア選手権
（ ５級競技
４級競技
３級競技
氏

名（
）
★どちらかを○で囲んでください。
順番 時間

(

（ 男子 ・ 女子 ）

６級ジュニア選手権 ノービスＡ ノービスＢ ）
２級競技
１級競技
初級・無級競技 ）

登録クラブ名 （
ＳＰ ・ ＦＳ ）
要 素 名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

以下は記入例(出来るだけ記号を使用のこと)
1

０’１５” ２Ａ＋２Ｔ

2

０’４０” ３Ｌｚ+２Ｌo

3

１’１０” ＦＣＣoＳｐ

4

１’４５” ＳtＳq

※実際の演技の際に、予定を変更して演技することは許されています。

）

