第 60 回北九州オープンフィギュアスケート競技会
～飯塚アイスパレス杯争奪大会～
1.主

催：

福岡県スケート連盟

2.後

援：

西日本新聞社 北九州市スケート連盟

3.競技規定：

ISU 規定及び日本スケート連盟規定による

4.競技会場：

飯塚アイスパレス

5.競技日程：

令和 4 年 8 月４日（木）～7 日（日）
シングル競技（各クラス男女別）
、アイスダンス（シニア・ジュニア）
※各カテゴリーの競技時間は出場者数を踏まえ調整させていただきます。

6.競技種目：
7.参加資格：
8.課

題：

〒820-0011 福岡県飯塚市柏の森 56-1

TEL 0948-24-0881

各県連盟登録者またはスケート愛好者（取得見込級での申込み可）
※参加人数により競技日程の増減が発生する可能性があります。ご了承ください。
(1)シングル競技・・・2022～2023 年 ISU および本連盟競技規程による
※ジュニア女子はミニマムポイント収得対象競技会です
競技種目
選手権
ジュニア

滑走時間（男・女）

ショート

2 分 40 秒（±10 秒）

フリー

4 分（±10 秒）

ショート

2 分 40 秒（±10 秒）

フリー

3 分 30 秒（±10 秒）

課題
男女とも 2022～2023 ISU シニア課題
男女とも 2022～2023 ISU ジュニア課題

ノービスＡ

3 分（±10 秒）

男女とも 2022～2023 ノービス A 課題

ノービスＢ

2 分 30 秒（±10 秒）

男女とも 2022～2023 ノービス B 課題

5級

3分

男女とも 2022～2023 ノービス A 課題

4級

2 分 30 秒

男女とも 2022～2023 ノービス B 課題

3級

2 分 30 秒

男女とも 2022～2023 ノービス B 課題

2級

2分

ジャンプ最大 5・スピン最大 2・ステップ１

1級

1分

ジャンプ最大４・スピン最大１(レベルB)・ステップ０

初級

1分

ジャンプ最大４・スピン最大１(レベルB)・ステップ０

無級

1分

ジャンプ最大４・スピン最大１(レベルB)・ステップ０

(2)アイスダンス
競技種目

選手権

滑走時間（男・女）

RD
FD

ジュニア

課題

2 分 50 秒（±10 秒） 2022～2023年 ISUおよび日本スケート連盟
4 分（±10 秒）

競技規程による

RD

2 分 50 秒（±10 秒） 2022～2023年 ISUおよび日本スケート連盟

FD

３分 30 秒（±10 秒）

競技規程による

■注意■ 無級～2 級の課題について （日ス連ロークラスの課題とは異なります）
(1)PCS は「SS／PE／IN」の 3 項目で評価する。転倒は 1 回につき「-0.2」
。
(2)ジャンプのうち、少なくとも 1 つはアクセル系ジャンプを含まなければならない（ワルツジ
ャンプも可）
。また、ジャンプの中にコンビネーションもしくはシークエンスを最大 2 つまで
含んでよい。コンビネーションのそのうち 1 つは 3 連続のジャンプを含むことができる。
第１ジャンプは異なる種類のジャンプとする。同じ種類の 2 回転以上のジャンプは２回まで
とする。

9.表

彰：

10.出場申込：

11.締 切 日：
12.参 加 料：

13.宿
14.音

泊：
源：

(3)スピンおよびステップは、すべてレベル B で評価する。スピンは「ワンポジションのスピ
ン」と「標記が異なるスピン」
（コンビネーションスピン可）とすること。
(4)アイスダンス要素は全てレベル B にて評価する
各クラス１位～３位にメダル及び賞状を授与。
オンラインで各自お申込みください。エレメンツ表もオンラインでの登録をお願いします。
但しオンラインでのお申込みができない方は下記メールアドレスへご連絡ください。エレメンツ
表のデータをメールに添付しお送りしますので必要事項を入力の上、メールにてお申し込みくだ
さい。
※予定要素表が提出されていない場合は、出場をお断りする場合があります。
【エレメンツ表送付先】
（オンラインで対応できない場合）
メール ･･･icerinklovefukuoka@gmail.com
オンラインでは「使用楽曲」
「振付（先生）
」などの情報も正確に入力ください。
オンライン申込み・参加料振込み・・・令和 4 年 6 月 30 日（木）
エレメンツ表･･･令和 4 年 7 月 8 日（金）
(1)選手権・ジュニア：21,000 円
(2)ノービス・3 級以上：13,000 円
(3)2 級：11,000 円
(4)1 級・初級・無級：10,000 円
⑸アイスダンス１組 21,000 円
【振込み先】
福岡銀行黒崎支店（４１３）普３０６８３８７ 福岡県スケート連盟 F 競技 会計 福留富枝
振込者名は、必ず選手名とし（例 JW+選手名、3 級 M＋選手名、SD＋選手名を明記すること。
L→W 表記が変わっていますご注意下さい）

各自で手配をお願いします。
「ＣＤ」に限ります（カセットテープ、MD は不可）
【注意】１枚に１曲。出場種目、所属、氏名および演奏時間を明記し、会場での受付時に提出
願います。予備の音源も必ず持参すること。
15.滑 走 順 ： 滑走順の抽選は実行委員会で事前に行います。滑走順を含む競技会スケジュールは確定次第、
日本スケート連盟のオンラインにアップします。
JSF https://www.jsfresults.com/→フィギュア→地方大会→40 福岡
【注意】 フリーの抽選は行いません。SP の順位でフリーの滑走順を自動で決定します。
SP 成績下位の選手から降順で滑走するようにします（12 位、11 位、10 位という順）
。
16.注意事項 ： (1)開会式・閉会式は行いません。
(2)スケジュールはオンラインで事前にご確認いただけるように致します。また、新型コロナウ
イルスの感染防止の観点から出場グループ毎に会場入りの時間（目安）を指定させていた
だきます（出場の１時間前から会場入り可能）
。詳細は別途ご連絡申し上げます。
(3)表彰は各クラス終了後、控え室横の表彰コーナーで行います。今回の競技会では各自のジャ
ッジズディテールは配布しません。即時オンラインでご確認いただけるようにしますので
各自でご確認ください。
(4)成績処理システムは新ルールを反映し運用しますが、システム移行期でもあり正しく反映
されないなど予期せぬトラブルが発生する場合がありますことをご了承ください。
(5)本競技会の全日程中の事故等については応急処置のみとし、責任は負わないことをご認識
ください。
17.補足事項 ： (1)新型コロナウイルスの感染防止のため出場グループ毎に会場への入場時間（目安）を提示

させていただき、会場内で「密」が発生しないよう調整させていただきます。
(2)競技後のディテール、最終順位などはオンラインでご確認いただけるように致します。
(3)この競技会は選手保護の観点より一般観客のご入場をご遠慮いただく「無観客」での運営
とさせていただきます。
選手父兄の皆様は選手該当の時間にのみご入場いただけるように致
します。
(4)本競技会の全日程中の事故等については応急処置のみとし、責任は負いません。
(5)参加者はスポーツ傷害保険等に必ず加入しておくこと。
(6) 選手、コーチ、シャペロン、関係者の皆さまは、受付時に健康調査票の提出が必要です。
健康調査票は「JSF ヘルスチェック」
（携帯アプリケーション）か紙の健康調査票でのご提
出をお願いします。
(7) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事項に該当する場合は参加を見合わ
せること (競技会当日に書面で確認を行います)
□体調がよくない場合 (例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地
域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
(8) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の点に注意すること。
□マスクを持参すること
(受付時や着替え時等の競技を行っていない時間や会話をする際にはマスクを着用
すること)
□こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること。
□他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ 2m 以上)を確保すること。
□大きな声で会話、応援等をしないこと。
□感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従うこと。
□競技会終了後 2 週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に
対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。
(9)本競技会は対象クラスを限定しスポーツ専門チャンネル「JSPORTS(ｼﾞｪｲｽﾎﾟｰﾂ)」でオン
デマンド生配信、CS 放送(編集版)で放送されます（ともに有料契約が必要）
。本競技会
にご参加いただく方は放送に同意いただいたこととさせていただきます。
【配信/放送対象クラス】
（予定）
シングル：ノービス A 男女、ノービス B 男女、ジュニア男女、選手権男女、
アイスダンス：ジュニア、選手権
【放送方式】
J SPORTS オンデマンドで生配信。編集版は J SPORTS にて 9 月初旬放送予定
尚、放送にあたって「楽曲名」
「振付（先生）
」などの情報を元に解説が入る予定となっ
ております。オンラインで正確な情報を入力くださいますようお願い申し上げます。
大会運営に関する問合せ、棄権連絡先飯塚杯 事務局
e-mail ： icerinklovefukuoka@gmail.com
選手名カテゴリー記号を明記すること

