
平成２５年度 北海道中学校体育大会  
第４４回 北海道中学校スケート・アイスホッケー大会  

フィギュアスケート競技 開催要項（案）  
 
１．主  催 北海道中学校体育連盟 北海道教育委員会 苫小牧市教育委員会  

  (一財 )北海道スケート連盟  
 
２．後  援 北海道 苫小牧市 北海道都市教育委員会連絡協議会  

北海道町村教育委員会連合会 北海道中学校長会 苫小牧市中学校長会  
              (公財 )北海道体育協会 (公財 )苫小牧市体育協会 北海道 PTA 連合会  

 苫小牧市 PTA 協議会 北海道新聞社  
 
３．主  管 東胆振中学校体育連盟 苫小牧市中学校体育連盟 苫小牧スケート連盟  
 
４．会  期 平成 25 年 12 月 27 日（金）～28 日（土）  
 
５．会  場 □開会式・・・苫小牧市白鳥アイスアリーナ 12 月 27 日 (金 )10:30~ 
              〒053-0021 苫小牧市若草町 2-4-1 ℡（0144）37－7100 
       □選手会・・・白鳥アイスアリーナ 12 月 27 日 (金 )11:30~ 
              〒053-0021 苫小牧市若草町 ℡（0144）37－7100 
       □競 技・・・白鳥アイスアリーナ 12 月 27 日 (金 )～28 日 (土 ) 
       □閉会式・・・白鳥アイスアリーナ 12 月 28 日 (土 )17:00~ 
 
６．競技種目フィギュアスケート競技（男・女）  
       <A クラス>ショートプログラム・フリースケーティング  

<Ｂクラス>フリースケーティング  
 
７．日  程  
  (フィギュアスケート競技）  

７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
競技第１日目  
12 月 27 日（金） 
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競技第２日目  
12 月 28 日（土） 
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   ※１日目～受付開始９：３０  ２日目～開始時刻８：３０  
 
８．参加資格  
 （１）北海道中学校体育連盟に加盟する中学校に在籍する生徒で、北海道中学校体育大会    

への出場資格を得、当該学校長及び当該地区中体連会長が出場を認めた生徒とする。 
 （２）年齢は平成 10 年４月２日以降に生まれたものに限る。  
 （３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、平成２５年６月３０日までに北海道中学    

校体育連盟に申し出ること。  
 （４）北海道中学校体育大会に学校教育法第１３４条の各種学校（第１条に掲げるもの以    

外）の参加を認める。但し、詳細については北海道中学校体育大会開催基準による。  
 （５）参加生徒の引率者及び監督は、当該学校の校長・教員とする。  
 （６）外部指導者（コーチ）は、校長が認めた者で、北海道中学校体育連盟に登録され    

た者とする。  
 （７）参加者は、開催要項に揚げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。  



９．出場資格 Ａクラスは、 (公財 )日本スケート連盟 FD バッジテスト５級以上とし、Ｂク

ラスは、同テスト２～４級とする。  
 
10．大会規定 本要項に定める以外は、 (公財 )日本スケート連盟フィギュアスケート競技規

則による。  
 
11．競技方法 ①Ａクラスは、男女ともショートプログラム ISU ジュニアの課題２分 50 秒      

以内とし、フリースケーティング男子４分、女子３分 30 秒とする。  
       ②Ａクラスは、原則としてショートプログラムの上位２４名がフリースケー

ティングに出場できる。  
       ③Ｂクラスは、ノービスＢ課題、男子３分、女子２分３０秒とする。  
       ④音楽は MD と CD の両方持参し、どちらかを提出する。  
        ※ＭＤはノーマルモードで録音すること。  
       ⑤コンテンツシートは、参加申し込みと一緒に大会事務局へ提出する事。  
 
12．滑走順抽選・日時 平成２５年 12 月 27 日（金）  

・場所 選手会において、主催者、開催地、専門委員長立ち会いのもと、公      

開抽選を行う。  
 
13．参加料  １人～2,000 円  
※大会参加料は、申し込みと同時に地区中体連一括とし、下記口座に振り込むこと。  
 
 
 
 
 
 
 
 
14．表  彰 男女個人８位までとする。        
 
15．申し込み （１）参加申し込みは学校単位とし、学校長・地区中体連会長を経由し地区      

中体連一括の上、送付すること。また各地区中体連事務局への提出と  
          同時に、学校単位で、「参加申込書」のデータを直接下記開催地大会事

務局に添付ファイルにてＥメール送信すること。  
（２）参加申し込みは、申し込み一覧・コンテンツシート・個人表（フィギ      

ュアスケート）を使用のこと。  
          ※コンテンツシートは、大会事務局より担当者（連盟）へ送付します。  
       （３）フィギュアスケートの申し込み用紙不足の場合は、同様のものを作成

する。  
       （４）申し込み期限 平成 25 年 1２月１０日（火）必着  
       （５）申し込み先  

〒053-0833     
 苫小牧市日新町 3 丁目 5-13 苫小牧市明倫中学校内  
 第 44 回北海道中学校スケート・アイスホッケー大会  

フィギュアスケート競技  
           大会実行委員会事務局   宛  
       TEL 0144-74-2146 

FAX 0144-74-2147      
E-mail : meirin-jhs4@city.tomakomai.hokkaido.jp 

 苫小牧信用金庫 糸井支店 普通預金 口座番号１０４８０３５ 

       

 北海道中学校スケート・アイスホッケー大会 

 実行委員長 水内 雅史 



 
16．宿泊弁当 必ず大会実行委員会指定の業者を通して申し込むこと。（指定外の宿泊施設

利用は認めません）  
 
17．全国大会フィギュアスケート競技（男・女）  
 ①開催地：長野県長野市  
 ②会 期：平成２５年２月１日（土）～２月４日（火）  
 ③出場資格：全道大会参加を経て、日本スケート連盟 FD バッチテスト合格者で以  

下のものとする。  
     ◇男子 6 級以上 (総合 ) 
       ただし、６級取得者による出場者のいない都道府県については、1 名の出場  

を 5 級取得者に限り認める。  
     ◇女子 6 級以上 (総合 ) 
       全道大会の上位４名とする。  
       ただし、日本スケート連盟推薦選手を除く  
       ※日本スケート連盟推薦選手とは下記大会での条件を満たす成績を収めた者。 
        ・昨年度全国中学校スケート大会１０位以内  

・当年度全日本フィギュア選手権１０位以内  
        ・当年度全日本フィギュアジュニア１０位以内  

・当年度全日本フィギュアノービス１０位以内  
 

 ④申し込み：１２月２８日（土）大会終了後に申し込みの取りまとめを行うので、男子５

級・女子６級以上の選手のいる学校は、当該学校長の職員を捺印した「申込

一覧表」と参加料を持参すること。  
 
 ⑤宿泊  ：宿泊要項において実行委員より斡旋されている場合は、斡旋された宿泊を必  

ず利用すること。  
 
18．個人情報の取り扱い  
              (１ ) 大会参加者の氏名・所属・学年・必要事項等は大会運営上必要なプロ      

グラム、掲示板、ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲

載するために利用する。  
(２ ) 選手の大会成績はホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲

載するために利用する。  
(３ ) 選手の写真は、記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用す

る。  
              (４ ) 選手の生年月日は、年齢を確認するために利用する。  
           (５ ) 引率者または監督の連絡先は大会運営のため、緊急を要する場合に利

用する。  
 
19．その他 （１） (財 )日本スケート連盟「商業マークについての規定」に基づき、競技中      

に商業マークを表示したユニホーム（ウエアー）の着用を禁止する。  
      （２）参加校は、引率責任者及び監督が開会式会場受付にて、必ず受付をする      

こと。また、ID カードを配布するので、大会期間中着用すること。  
      （３）フィギュア競技のタイムテーブルは、決定次第、各地区専門委員長に送      

付する。  
 


