
日程 フリー

フリー

フリー

フリー 北川奨励杯授与式

※今大会、ショートプログラムはありません。
※今大会の採点方式は、全てＩＳＵジャッジング・システムです。

場所 滋賀県立アイスアリーナ（人工屋内６０m×３０m）
※会場への競技会に関する問い合わせはご遠慮ください。
〒520-2123 滋賀県大津市瀬田大江町１７－３ ＴＥＬ：０７７－５４７－５５６６　　　　　　

ＦＡＸ：０７７－５４４－７０８０

バスで約１０分(3番のりば)　 「公設市場」行きでアイスアリーナ前下車　徒歩１分。
「龍谷大学」行きで瀬田公園下車　徒歩１０分。

車では(草津・栗東方面からの場合) 名神・新名神/草津田上Ｉ．Ｃより５分
名神/瀬田東Ｉ．Ｃより３分

　　　　（京都方面からの場合) 名神/瀬田西Ｉ．Ｃより５分
　　　　 京滋バイパス/瀬田東Ｉ．Ｃより３分

主催・主管　京都府スケート連盟／滋賀県スケート連盟

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⑥～⑪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。

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

　（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＞
　 ２０１１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＞
　 １９９６年４月２日～１９９８年６月３０日の間に出生した者。

　＜ ノービス競技＞
　 Ａｸﾗｽ： １９９８年７月１日～２０００年６月３０日の間に出生した者。
　 Ｂｸﾗｽ： ２０００年７月１日～２００２年６月３０日の間に出生した者。

　　　　　　 ８月　１３日(土)

　　　　　　 ８月　１４日(日)

ＪＲ東海道本線　琵琶湖線「瀬田」駅下車。　　(注)新快速電車の場合は、京都方面から「石山」駅で乗り換えて１駅。

　 ２０１１年７月１日現在、各級に該当する総合合格者であること。
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要項     

平成２３年８月　１１日(木)

　　　　　　 ８月　１２日(金)



競技規程 ＩＳＵ及び（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￥１３，０００
（参加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

（参加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 別紙参加申込書に必要事項を記入し、保護者同意の旨を記名捺印のうえ、所属クラブまたは所属コーチを通し
て申し込むこと。
出場選手全員、別紙演技予定要素表を参加申込書に添付のうえ、申し込むこと。

申込先 〒630-0136

事務局　 奈良県生駒市白庭台１－１－１３ 松本　和江　気付
第３８回西日本中小学生フィギュア競技会事務局宛
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０７４３－７１－０８８６

申込 平成２３年７月１５日（金）必着　　(この日までに、申込書郵送と参加料振込みを完了のこと)

締切日

音楽 ＣＤ・ＭＤ
（注1）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。
（注3）ＬＰモードで録音されたＭＤは不可。　（音響機器の互換性の問題でＬＰモード録音のＭＤは再生出来ないため。）

宿泊 スマイルホテル大津瀬田 ＴＥＬ：０７７－５４３－２５１１ ＪＲ瀬田駅(南口)徒歩１分 ￥6000～(ｼﾝｸﾞﾙ1泊朝食付き)
ＦＡＸ：０７７－５４３－１２２７ ﾃﾞﾗｯｸｽｼﾝｸﾞﾙ・ﾃﾞﾗｯｸｽﾂｲﾝあり
住所：〒520-2144　滋賀県大津市大萱１－１３－１１ 駐車場１泊￥800

※上記へ各自で予約のこと。

瀬田アーバンホテル ＴＥＬ：０７７－５４３－６１１１ ＪＲ瀬田駅(南口)徒歩１分

その他 イ．選手はテスト級を証明する手帳を持参していること。
ロ．公式練習時間は特に設定しない。
ハ．滑走順抽選について：　競技の進行上、申込締切日後に全ての競技種目の滑走順を

ニ．タイムスケジュール、参加者リスト（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。
ホ．問い合わせ先：　松本　和江　　　携帯電話：０８０－３７９６－６８５５ ＦＡＸ：０７４３－７１ー０８８６

５級競技、４級競技、３級競技、２級競技、１級競技、初級競技は１種目につき￥１２，０００

　　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。



＜競技種目及び課題＞ 京都府スケート連盟
競技種目 滑走時間 課題

８･７級選手権競技 男子４分３０秒 男女とも２０１１～２０１２　ＩＳＵシニア課題
男子・女子 女子４分

８･７級ジュニア選手権競技 男子４分 男女とも２０１１～２０１２ ＩＳＵジュニア課題
男子・女子 女子３分３０秒

６級ジュニア選手権競技 男子４分 男女とも２０１１～２０１２ ＩＳＵジュニア課題
男子・女子 女子３分３０秒

ノービスＡ競技 男子３分３０秒 男女とも日本スケート連盟２０１１～２０１２ノービスＡ課題
男子・女子 女子３分

ノービスＢ競技 男子３分 男女とも日本スケート連盟２０１１～２０１２ノービスＢ課題
男子・女子 女子２分３０秒
５級競技 男子３分３０秒 男女とも日本スケート連盟２０１１～２０１２ノービスＡ課題

男子・女子 女子３分
４級競技 男子３分３０秒 男女とも日本スケート連盟２０１１～２０１２ノービスＡ課題

男子・女子 女子３分
３級競技 男子３分 男女とも日本スケート連盟２０１１～２０１２ノービスＢ課題

男子・女子 女子２分３０秒
ＰＣＳは、ＳＳ・ＰＥ・ＩＮの３項目で評価する。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。(ワルツジャンプは不可)

※２級競技 男・女とも２分 ・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
男子・女子 　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１で評価する。回転数３回転未満は無価値。

・１つはコンビネーションスピン(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１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１で評価する。
ＰＣＳは、ＳＳ・ＰＥ・ＩＮの３項目で評価する。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

⑩ ※１級競技 男・女とも１分 　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
男子・女子 　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１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１で評価する。
ＰＣＳは、ＳＳ・ＰＥ・ＩＮの３項目で評価する。転倒１回につき0.2減点。

a）ジャンプ要素　最大４
⑪ ※初級競技 男・女とも１分 ・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

男子・女子 　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１で評価する。３回転未満は無価値。

※２級競技、１級競技、初級競技は、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。

⑧

⑨

④

⑤

⑥

⑦

　　　平成２３年度　第３８回西日本中小学生フィギュアスケート競技会

①

②

③



府 級

県 スケート連盟 西暦　　　　年　　月　　日取得

ふりがな 性別 年令

氏名 男・女 西暦 年 月 日生 　　　　才

学校名 学年

年

現住所 〒 ＴＥＬ

ＦＡＸ

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初級競技

　　　　　　　平成２３年 月　　　日

京都府スケート連盟御中
＜注意＞
・出場選手全員、この参加申込書に別紙演技予定要素表を添付してください。
・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⑥～⑪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。

※申込み内容は今大会以外での使用はいたしません。

生年月日

平成23年度　第３８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

登録連盟 登録クラブ名 バッジテスト級



  氏     名 （                                    ）    登録クラブ （                                 ）

　

順番 時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 ０’１５”

2 ０’４０”

3 １’１０”

4 １’４５”

※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。

ＣＣoＳｐ

以下は記入例

２Ａ

３Ｌｚ+２Ｌo+２Ｔ

２Ａ

　　　（　　５級競技　　　　４級競技　　　　３級競技　　　　２級競技　　　　１級競技　　　初級競技　　）

フリー  スケーティング
要  素  名

平成２３年度　第３８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（出場選手全員、参加申込書に添付すること）
 　　★性別、出場種目を○で囲んでください。     （ 男子　・　女子 ）     
　　　（　８・７級選手権　　８･７級ジュニア選手権　　６級ジュニア選手権　　ノービスＡ　　ノービスＢ　）


