
日　　　時 令和3年（2021年）12月11日(土)  8:00　～　22:00　（参加人数によりスケジュール変更あり）

場　　　所 京都アクアリーナ（人工屋内６０m×３０m）

〒615-0846　　京都市右京区西京極徳大寺団子田町64　www.kyoto-aquarena.com

主　　　催 京都府、京都府教育委員会、公益財団法人京都府スポーツ協会、京都市、京都市教育委員会

主　　　管 京都府スケート連盟 後　　　援 京都新聞、KBS京都

競技種目 シングル（フリー・スケーティング）

（詳細は別紙） 　　①選手権 競技　②ジュニア選手権 競技（成年・幼年）　③A級 競技（成年・幼年）　④B級 競技（成年・幼年）

　　⑤Ｃ級 競技（成年・幼年）　⑥Ｄ級 競技（成年・幼年）　⑦Ｅ 競技（成年・幼年）

アイス・ダンス（フリー・ダンス）　※女子1名と男子1名の組合わせのみ可

　　⑧シニア競技　⑨ジュニア競技

シンクロナイズド・スケーティング（フリー・スケーティング）　※8名～16名（他に補欠4名可）

　　⑩シニア競技　　⑪ジュニア競技　　⑫アドバンス・ノービス競技　　⑬ベーシック・ノービス競技

参加資格 2021年度（公財）日本スケート連盟登録者

　かつ（京都府スケート連盟登録者 または 京都府内在住の者。国籍は問わない。）

※シングルにおいては、他都道府県連盟所属 かつ 京都府外在住者のオープン参加は認めない。（特例を除く）

※アイスダンスにおいては、少なくとも男女どちらかが参加資格を有すること。（競技種目詳細も参照のこと。）

※シンクロナイズド・スケーティングにおいては、チームの半数以上が上記参加資格を有すること。

※年齢・テスト級に応じた競技種目に申し込むこと。

※テスト級は申込締切日の時点で各級に該当する総合合格者であること。

競技規程 国際スケート連盟（ISU) 及び公益財団法人日本スケート連盟（JSF）規程による。

表　　　彰 シングルとアイス・ダンスは各種目優勝者から３位入賞者に賞状及びメダル、参加者全員に参加賞を贈る。

シンクロナイズド・スケーティングは各種目優勝者から３位入賞者に賞状、参加者全員に参加賞を贈る。

参加料金 シングル　１名　\7,000　（ただし，C級競技，D級競技，E級競技は\6,000）

アイス・ダンス　１名 \6,000　（シングル･アイスダンス両方出場の場合はそれぞれ参加料が必要）

シンクロナイズド・スケーティング　1名 \2,000

※上記金額を期日までに以下の指定口座に振り込むこと。

＜振込先＞

○参加料金は出場者本人の名義で1名分のみを振込むこと。

〇複数の競技に参加する場合は別々に支払うこととし、まとめて支払わないこと。

○グループで振込む場合は、振込日、振込依頼人名義、振込金額を付記した選手名リストをメールにて送付すること。

〇アイスダンス、シンクロの場合は振込依頼人名義に「アイスダンス」「シンクロ」と追記のこと。

申込方法 JSFマイページの競技会参加申込サイト(申込者)より参加申込をすること（FAX・郵送では受け付けない）。

〇大会申込には登録者競技者番号とパスワードが必要です。

〇入力に関しては競技会参加申込サイト(申込者)のマニュアルを読むこと。

 　各自で必要箇所に入力のこと（音楽に関する情報は不要）。メールアドレスは必ず入力すること。

〇シンクロは事前に「チーム登録」が必要です。詳細は別紙の「エントリーの流れ」を読んでください。

 　すでに登録済みであればお持ちのチームIDで申し込んでください。

　代表者はオンラインでチームの申込のみ行い、メンバーの登録は別紙「シンクロ名簿」をメールで送付ください。

○予定要素は「フリー要素」の欄に入力すること（12月5日(日)時点の予定要素を使用予定）。

 　他の大会出場との兼ね合いで予定要素が変更となる場合は「演技予定要素表」をメールで送付すること。

〇遅延した申込は認められない。また期日までに参加料の納入がない場合は当該競技会への出場を認めることができない。

 　納入された参加料は、棄権の場合も含めていかなる場合も返還しない。

〇参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・法令を遵守し、競技運営以外の目的には使用しません。

第44回京都府民総合体育大会スケート競技会（フィギュア競技）

　要 項

名義：キヨウトフスケートレンメイフイギユアキヨウギブ（京都府スケート連盟フィギュア競技部 松本和江）

みずほ銀行　生駒（いこま）支店　普通１０１２４７１

※ 本大会は無観客での開催となりました。
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申込および 2021年11月17日(水)厳守 　(オンライン申込を完了していること。）

振込締切

問合せ先 ksu.figure.entry@gmail.com

音　　 源 ＣＤに限る ・出場種目、滑走順、氏名、所属及び演奏時間を明記し、競技の30分以上前に提出すること。

・予備を必ず持参し、演技開始時や演技中の音楽トラブル発生時にすぐに交換できるように準備しておくこと。

・CD-RWは使用不可（音響機器の互換性の問題で再生できないため）。

そ の 他 ○競技スケジュールは、申込締切後に参加人数に応じて決定する。

○競技を円滑に行なうため、全ての種目の滑走順を事前に抽選する。

○日本スケート連盟公式サイト（https://www.jsfresults.com/）に競技日程・滑走順等を掲載予定。

○出場者は必ず予定要素を入力または提出すること。※実際の演技の際に、予定を変更して演技することは可。

○受付にて当日の検温を実施。

○新型コロナウィルス感染予防対策の詳細は別紙を参照のこと。

○写真撮影・ＶＴＲ撮影について

 　選手の肖像権の問題により、ご家族・同じ大学部員の方・報道関係者・連盟が許可した者以外の撮影はお断りいたします。

 　撮影場所も指定箇所のみ許可します。 観客席２階からの撮影は一切許可しません。ご理解のほどお願いいたします。

◆ 駐車許可登録されていない車両

時間に関係なく駐車できません。

西京極総合運動公園駐車場や近隣のコインパーキングをご利用ください。

※周辺道路での待機や駐車はご遠慮ください。

 

 

◆ 駐車許可登録されている車両

■【施設閉館時間帯に限る】 駐車許可証　　　 ■【施設利用時間帯に限る】 駐車許可証

 

 

・ 9：00（開館） ～ 9：30 に屋外駐車場から屋内一般駐車場に速やかに移動してください。

20：30 ～ 21：00（閉館） に屋内一般駐車場から屋外駐車場に速やかに移動してください。

・ 許可時間外に駐車している車両を発見した場合は施設からの特別駐車料金の請求に加え、

登録チーム全車両の駐車許可証を返却して頂く場合があります。

◆ 駐車許可登録されていない車両

駐車に空きがある場合に限り、当日のみ有効の駐車許可証を発行します。

大会受付にて駐車車両情報の申請と駐車料金をお支払いください。　　駐車料金： 500円（1台）

◆ 駐車許可登録されている車両 （同チーム1台に限る）

■【施設利用時間帯に限る】 駐車許可証

 

 

・ 同チーム1台に限り駐車できます。

同チームで複数台を駐車する場合は台数に応じた駐車料金を大会受付にてお支払いください。

駐車許可証 駐車許可証 駐車許可証

を必ず掲示して下さい を必ず掲示して下さい を必ず掲示して下さい

インストラクター車両

～9：30 20：30～

駐車可 ○ 駐車可 ○ 駐車可 ○

駐車許可証  屋内一般駐車場 または 駐車許可証

を必ず掲示して下さい  コインパーキング に駐車してください を必ず掲示して下さい

×

～9：30 20：30～

駐車可 ○ 駐車不可 × 駐車可 ○

駐車不可 × 駐車不可 × 駐車不可

屋外駐車場（関係者駐車場）の利用について
2020.7改定

選手保護者車両

～9：30 20：30～
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京都府スケート連盟
シングル（フリー・スケーティング） 国際スケート連盟（ISU) 及び公益財団法人日本スケート連盟（JSF） 競技規定による

No. 競技種目 滑走時間 課　題

①
選手権競技

（６級以上）男子・女子
４分 ISUシニア課題

②
ジュニア選手権競技

（５級以上）成年・幼年/男子・女子
３分３０秒 ISUジュニア課題

③
A級競技

（４級以上）成年・幼年/男子・女子
３分 国内ノービスA課題

④
Ｂ級競技

（２級以上）成年・幼年/男子・女子
２分３０秒 国内ノービスB課題

⑤
Ｃ級 競技

（１級・２級）成年・幼年/男子・女子
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
・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）
・１つはアクセル型ジャンプでなくてはならない。
・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
・１つは１ポジションのスピン(基本姿勢で５回転以上)
　レベルＢ(ベース）で評価する。回転数３回転未満は無価値。
・１つはスピンコンビネーション(足換え自由、１０回転以上)
　１姿勢２回転以上回転すること。
　レベルＢ(ベース）で評価する。回転数３回転未満は無価値。
ｃ）ステップシークエンス　　最大１
　レベルＢ(ベース）で評価する。

⑥
Ｄ級 競技

（初級・１級）成年・幼年/男子・女子
１分

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
・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。(回転数が異なっても同じ種類とする）
ｂ）スピン要素　　最大１
・１ポジションのスピン(基本姿勢で５回転以上)
　レベルＢ(ベース）で評価する。３回転未満は無価値。
ｃ）ステップシークエンス　　最大１
　レベルＢ(ベース）で評価する。

⑦
Ｅ級 競技

（無級・初級）成年・幼年/男子・女子
１分

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
・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。(回転数が異なっても同じ種類とする）

ｂ）スピン要素　　最大１
・１ポジションのスピン(基本姿勢で５回転以上)
　レベルＢ(ベース）で評価する。３回転未満は無価値。

※ 年齢要件：①選手権競技　…　年齢制限なし、　②～⑦の成年　… 中学校卒業以上、　②～⑦の幼年　… 中学生以下

アイス・ダンス（フリー・ダンス） ※PCSのみ採点を行う。

⑧
アイス・ダンス シニア競技

（ブロンズ級以上）
2分～4分

必須要素の規定は設けない
※カップルは女子1名と男子1名の組合わせのみ可

⑨
アイス・ダンス ジュニア競技

（プレブロンズ級以下）
2分以内

必須要素の規定は設けない
※カップルは女子1名と男子1名の組合わせのみ可

転倒1名については、ノービスダンスに準じ、－0.5とする。

シンクロナイズド・スケーティング（フリー・スケーティング） ※（レベル固定の要素を除いて）要素はレベルB（ベース）で評価する。

⑩
シンクロナイズド・スケーティング

シニア競技
4分

ISUシニア課題（ISU コミュニケーション第2236号）
※チームの過半数が15歳以上であること。

⑪
シンクロナイズド・スケーティング

ジュニア競技
3分30秒

ISUジュニア課題（ISU コミュニケーション第2236号）
※チームの過半数が13歳以上19歳未満

⑫
シンクロナイズド・スケーティング

アドバンス・ノービス競技
3分

ISUアドバンス・ノービス課題（ISU コミュニケーション第2238号）
※年齢制限なし

⑬
シンクロナイズド・スケーティング

ベーシック・ノービス競技
3分

ISUベーシック・ノービス課題（ISU コミュニケーション第2238号）
※年齢制限なし

　　 ステップ・シークェンス…シークェンスの長さは1/2以上あれば認定する。1/2に満たない場合はノーレベル。

第44回京都府民総合体育大会スケート競技会（フィギュア競技）

競技種目詳細

※ Ｃ級競技、Ｄ級競技、Ｅ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。

　　 本大会ではＣ級競技は日ス連ロークラスの ２級課題、Ｄ級競技は同 １級課題、Ｅ級競技は同 初級課題で採点する。

　　 ジャンプ…ワルツジャンプはＥ級競技のみベースバリュー0.30で認定し、ジャンプ・シークェンスの第2ジャンプとしても使用できる。

　　 スピン…全てのスピンはフライング、足換えは任意　レベルB（ベーシック）のみ。3回転しなければノーレベル。

　　　　　　　　　ノーバリューであってもジャンプの枠は使ったものとする。

※ 無級の方も、（公財）日本スケート連盟の登録が必須です。

要項（添付資料①）



※性 別

※種 目

氏 名 登録クラブ

順番

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

※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。
予定要素表の再提出は、前日まで受け付けます。

２A・StSq・FCCoSp 等の略称も可

 以 下 は 記 入 例 

 ダブル アクセル

 ３Ｌｚ＋1Eu＋２S

ステップシークェンス

 足換 ﾌﾗｲﾝｸﾞ ｽﾋﾟﾝ ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ

男子　・　女子

※該当する性別（シングルのみ）、種目が分かるように、丸を付けるか、他を削除するかしてください。

フリー・スケーティング

第44回京都府民総合体育大会スケート競技会（フィギュア競技）

フィギュア競技　演技予定要素表
（オンライン申込サイトで予定要素を入力した場合はこの用紙の提出は不要です）

要  素  名

　①選手権　②ジュニア選手権（成年・幼年）　③Ａ級（成年・幼年）　④Ｂ級（成年・幼年）

⑤Ｃ級（成年・幼年）　⑥Ｄ級（成年・幼年） ⑦Ｅ級（成年・幼年）

アイス・ダンス　⑧シニア　⑨ジュニア

シンクロ　⑩シニア　⑪ジュニア　⑫アドバンス・ノービス　⑬ベーシック・ノービス

要項 （添付資料②）



チーム名

ふりがな 性　別

1 (　　)

2 (　　)

3 (　　)

4 (　　)

5 (　　)

6 (　　)

7 (　　)

8 (　　)

9 (　　)

10 (　　)

11 (　　)

12 (　　)

13 (　　)

14 (　　)

15 (　　)

16 (　　)

17 (　　)

18 (　　)

19 (　　)

20 (　　)

21 (　　)

22 (　　)

23 (　　)

24 (　　)

代表者は「チームの申込」のみオンラインにてエントリーをしてください。

（チームメンバーのオンライン登録は不要。）

チームメンバーの情報は当名簿を代表者がメールでお送りください。

※申込み内容は今大会以外での使用はいたしません。

京都府スケート連盟
宛

大 会 事 務 局

第44回京都府民総合体育大会スケート競技会（フィギュア競技）
シンクロナイズド・スケーティング競技

参加申込チーム名簿

競　技　者　氏　名 登録競技者番号
(必須）

生　年　月　日(　才)

年　　月　　日

要項 （添付資料③）


