
第５８回全関西フィギュアスケート選手権大会
要　　　　　項

＜大会名＞ 第５８回全関西フィギュアスケート選手権大会

＜主催＞ 滋賀県、奈良県、兵庫県、大阪府、和歌山県、京都府スケート連盟

＜主管＞ 京都府スケート連盟

＜期日＞ 平成２３年　３月　３１日（木）～４月　３日（日）　

＜会場＞ 京都アクアリーナ　（西京極総合運動公園内）(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 Tel：075-315-4800　　　　

阪急電鉄京都線　「西京極駅」下車。徒歩約１０分。

＜日程＞ ３月３１日（木）１３：００～　旧6.0満点OBO方式フリー

４月　１日（金）旧6.0満点OBO方式フリー、アイスダンス

４月　２日（土）ISUｼﾞｬｯｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ(ｼﾞｭﾆｱA級男女、A級男女、ｼﾞｭﾆｱ選手権女子)

４月　３日（日）ISUｼﾞｬｯｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ(ﾉｰﾋﾞｽB・A男子、ﾉｰﾋﾞｽB1・B2女子、ﾉｰﾋﾞｽA1・A2女子、ｼﾞｭﾆｱ選手権男子、選手権男女)、閉会式

※競技日程の詳細は参加申し込み締め切り後、各連盟へ連絡致します。

※ノービスA1・Ａ2女子競技及びノービスB1・B2女子競技は、第２１回(2011年)全国有望新人発掘合宿参加選手選考会を兼ねます。

※選手権、ジュニア選手権競技において、ショートプログラムは行いません。

※滑走順抽選について：　ノービスA1・Ａ2女子競技及びノービスB1・B2女子競技以外は、参加申込締切日後に、

　　京都府スケート連盟役員立ち会いのもと事前に抽選し、各連盟に連絡致します。

※ノービスA1・Ａ2女子競技及びノービスB1・B2女子競技の滑走順抽選は、３月３１日(木)の15:00より、京都アクアリーナ１階、

　会議室にて行いますので、ご集合ください。(選手自身が出席できない場合、代理人でも可。)

＜競技規程＞ ＩＳＵ及び（財）日本スケート連盟規程による。

＜競技種目及び課題＞ ※ｼﾞｭﾆｱB・C・D級幼年女子競技は、参加人数によりクラスを分ける場合があります。

競技種目 年齢制限 テスト級 採点方式・課題 フリースケーティング

選手権 なし 総合７級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子４分３０秒
男子・女子 2010～2011　ISUｼﾆｱ 女子４分

ｼﾞｭﾆｱ選手権 なし 総合６級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子４分

男子・女子 2010～2011　ISUｼﾞｭﾆｱ 女子３分３０秒

ノービスＡ 幼年 総合４級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分３０秒

男子 (中学生以下) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ

ノービスＡ１ 1998年7月1日～1999年6月30日 総合５級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子３分

女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに６級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ

ノービスＡ２ 1999年7月1日～2000年6月30日 総合５級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子３分
女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに６級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ

ノービスＢ 幼年 総合３級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分
男子 (中学生以下) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB

ノービスB１ 2000年7月1日～2001年6月30日 総合４級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子２分３０秒
女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに５級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB

ノービスB２ 2001年7月1日～2002年6月30日 総合４級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子２分３０秒
女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに５級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB

Ａ級 なし 総合４・５級 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分３０秒

男子・女子 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ 女子３分

ジュニアＡ級 幼年 総合３級 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分

男子・女子 (中学生以下) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB 女子２分３０秒

ｼﾞｭﾆｱB級成年 成年 総合２・３級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分
男子・女子 (高校生以上)

ｼﾞｭﾆｱB級幼年 幼年 総合２級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分
男子・女子 (中学生以下)

ｼﾞｭﾆｱC級成年 成年 初級・総合１級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分
男子・女子 (高校生以上)

ｼﾞｭﾆｱC級幼年 幼年 総合１級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分
男子・女子 (中学生以下)

ｼﾞｭﾆｱD級幼年 幼年 初級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも１分

男子・女子 (中学生以下)

競技種目 年齢制限 テスト級 採点方式

アイスダンス なし ﾊﾟｰﾄﾅｰの一方がﾌﾞﾛﾝｽﾞ級以上であること 旧６．０満点ＯＢＯ方式 ２シークエンス

ISUジュニア課題：SDの中の (曲は、ISUのﾊﾟﾀｰﾝﾀﾞﾝｽ曲

ﾊﾟﾀｰﾝﾀﾞﾝｽ(ｳﾞｨﾆｰｽﾞ・ﾜﾙﾂ) を使用する。)

＜参加資格＞ ※滋賀県、奈良県、兵庫県、大阪府、和歌山県、京都府各スケート連盟所属のクラブへ登録していること。

※各テスト級は全関西選手権大会の申込み締め切り日までに取得のこと。
※選手権：本年度及び前年度全日本ジュニア選手権３位以内の入賞者は６級でも可。
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＜表彰＞ 各種目１位～３位にメダル・賞状を授与。選手権及びジュニア選手権優勝者には杯・メダル・賞状を授与。

＜参加料＞ ジュニアＢ･Ｃ･Ｄ級競技は、１名　１０，０００円(必ず出場選手名で振り込むこと。)
それ以外の競技種目は、１名　　１１，０００円(必ず出場選手名で振り込むこと。)

※振込先
　　みずほ銀行　生駒支店　普通 １０１２４７１
　　「京都府スケート連盟　フィギュア競技部　松本和江」

＜申込方法＞ 別紙参加申込書に必要事項を記入の上、申し込むこと。
※中学生以下の参加者は、参加申込書の指定欄に保護者同意の旨を記入捺印すること。
※選手権・ｼﾞｭﾆｱ選手権及びﾉｰﾋﾞｽA、ﾉｰﾋﾞｽA1･ﾉｰﾋﾞｽA2、ﾉｰﾋﾞｽB、ﾉｰﾋﾞｽB1･ﾉｰﾋﾞｽB2、A級、ｼﾞｭﾆｱA級は、

　別紙「演技予定要素リスト」を参加申込書と同封の上、郵送のこと。

＜申込締切日＞ 平成２３年　２月２３日（水）必着　　(この日までに、申込み書郵送と参加料振込みを完了のこと。）
　　　　　　　　　

＜申込先事務局＞ 〒６３０－０１３６　　奈良県生駒市白庭台１－１－１３　松本　和江気付
第５８回全関西フィギュアスケート選手権大会事務局

ＴＥＬ＆ＦＡＸ　：　０７４３－７１－０８８６

＜音楽＞ ＣＤ・ＭＤ・カセットテープ

※出場種目、氏名、所属及び演奏時間を明記すること。
※予備のカセットテープを必ず持参し、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。
※ＣＤ－ＲＷ及びＬＰモードで録音されたＭＤは使用不可。
　（京都アクアリーナの音響機器の互換性の問題で、ＣＤ－ＲＷとＬＰモード録音のＭＤは再生出来ない為。）

＜入場料＞ 無料

＜その他＞ バッジテスト級を証明する物を持参のこと。（バッジ、受験者手帳など）
宿泊は各自手配のこと。

参加者は、スポーツ障害保険等に必ず加入しておくこと。

＜問い合わせ先＞ 加藤　真弓：０８０－３１０１－６４８５

松本　和江：０８０－３７９６－６８５５
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平成　23　年　　　月　　　日

第５８回全関西フィギュアスケート選手権大会申込書

ふりがな 　 性別

氏名 　 　男　　・　　女

生年月日 西暦　　　　　　　　　年（　Ｓ　・　Ｈ　　　　年）　　　　　　月　　　　日 年令　　　　　　　　才

ふりがな 電話・携帯電話

現住所 〒

所属
登　録　番　号 都　道　府　県 登　録　ク　ラ　ブ　名

勤務先又は
　  学年　（　　　　　　)　年

学校名

テスト級 　　　　　　　級 　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　取得　

出場種目に ＜競技種目及び課題＞ ※ｼﾞｭﾆｱB・C・D級幼年女子競技は、参加人数によりクラスを分ける場合があります。
○をつけてください 競技種目 年齢制限 テスト級 採点方式・課題 フリースケーティング

選手権 なし 総合７級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子４分３０秒

男子・女子 2010～2011　ISUｼﾆｱ 女子４分

ｼﾞｭﾆｱ選手権 なし 総合６級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子４分

男子・女子 2010～2011　ISUｼﾞｭﾆｱ 女子３分３０秒

ノービスＡ 幼年 総合４級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分３０秒

男子 (中学生以下) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ

ノービスＡ１ 1998年7月1日～1999年6月30日 総合５級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子３分

女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに６級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ

ノービスＡ２ 1999年7月1日～2000年6月30日 総合５級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子３分

女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに６級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ

ノービスＢ 幼年 総合３級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分

男子 (中学生以下) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB

ノービスB１ 2000年7月1日～2001年6月30日 総合４級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子２分３０秒

女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに５級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB

ノービスB２ 2001年7月1日～2002年6月30日 総合４級以上 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 女子２分３０秒

女子 上記の間に出生した方 (新人発掘合宿の申込締切日までに５級取得のこと) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB

Ａ級 なし 総合４・５級 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分３０秒

男子・女子 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽＡ 女子３分

ジュニアＡ級 幼年 総合３級 ISUｼﾞｬｼﾞﾝｸﾞ･ｼｽﾃﾑ 男子３分

男子・女子 (中学生以下) 日ｽ連2010～2011ﾉｰﾋﾞｽB 女子２分３０秒

ｼﾞｭﾆｱB級成年 成年 総合２・３級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分

男子・女子 (高校生以上)

ｼﾞｭﾆｱB級幼年 幼年 総合２級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分

男子・女子 (中学生以下)

ｼﾞｭﾆｱC級成年 成年 初級・総合１級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分

男子・女子 (高校生以上)

ｼﾞｭﾆｱC級幼年 幼年 総合１級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも２分

男子・女子 (中学生以下)

ｼﾞｭﾆｱD級幼年 幼年 初級 旧６．０満点ＯＢＯ方式 男・女とも１分

男子・女子 (中学生以下)

アイスダンス なし ﾊﾟｰﾄﾅｰの一方がﾌﾞﾛﾝｽﾞ級以上であること 旧６．０満点ＯＢＯ方式 ２シークエンス

ISUジュニア課題：SDの中の (曲は、ISUのﾊﾟﾀｰﾝﾀﾞﾝｽ曲

ﾊﾟﾀｰﾝﾀﾞﾝｽ(ｳﾞｨﾆｰｽﾞ・ﾜﾙﾂ) を使用する。)

コーチ氏名 携帯電話 　

コーチ氏名 携帯電話 　

コーチ氏名 携帯電話 　

コーチ氏名 携帯電話 　

コーチ氏名 携帯電話 　

保護者氏名 私は本選手が第58回全関西ﾌｨｷﾞｭｱｽｹｰﾄ選手権大会に参加することに同意致します。 　 　　　　　㊞

※ＩＳＵジャッジング・システムの競技種目参加者は、参加申込み時に別紙「演技予定要素リスト」を必ず同封してください。

※申込み内容は今大会以外での使用は致しません。
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第58回全関西フィギュアスケート選手権大会

演技予定要素リスト（申込書に添付すること）
  参加クラス：丸で囲む   （ 男子　・　女子 ）  

（ 選手権　・ｼﾞｭﾆｱ選手権　・ﾉｰﾋﾞｽA　・ﾉｰﾋﾞｽA1　・ﾉｰﾋﾞｽA2　・ﾉｰﾋﾞｽB・　ﾉｰﾋﾞｽB1・　ﾉｰﾋﾞｽB2・　A級・　ｼﾞｭﾆｱA級  ）

  氏     名 （ 　         　　　　　                         ）   登録クラブ名（           　　　                           ）

フリー  スケーティング

順番 時間 要  素  名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

以下は記入例
1 ０’１５” ２Ａ

2 ０’４０” ３Ｌｚ+２Ｌo+２Ｔ

3 １’１０” ２Ａ

4 １’４５” ＣＣoＳｐ

＊別紙参照の上、２A・１Lｚ・CCoSp・SlSt 等の略語で記入すること。

＊実際の演技の際に、予定を変更して演技することは許されています。

＊ＩＳＵｼﾞｬｯｼﾞﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑの競技種目参加者は、参加申し込み時に必ずこの用紙を同封して下さい。
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