
平成２３年度　第64回 京都府高等学校総合体育大会　スケート競技会　(フィギュア競技)

　要 　項

主　　　催 京都府高等学校体育連盟 　京都府　　京都市教育委員会　　京都府教育委員会

主　　　管 京都府高等学校体育連盟スケート専門部・京都府スケート連盟

競技規程 ＩＳＵ及び（財）日本スケート連盟規程による。

競技期日 フィギュア競技　　平成23年11月12日（土）　　　　集合予定　　　８：３０
公式練習開始予定８：４５　競技開始予定 ９：３０～

注）時間はあくまで予定です。申し込み後時間が確定しますので，最新の情報で行動して下さい
競技会場 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　　　TEL：０７５－３１５－４８００

競技種目 フリースケーティング（ ＩＳＵジャッジング・システムで採点を行う）
（詳細は別紙） 選手権男子（５級以上）　 フリー４分 選手権女子（６級以上）　　 フリー３分30秒

男子Ａ（４・５級）　 　 フリー３分30秒 女子Ａ（４・５級）　 　　 　　　　　　　フリー３分
男子Ｂ（３級）　 　　　　　 　　　　フリー３分 女子Ｂ（３級）　 　　　　　 　　　　フリー２分30秒
男子Ｃ（２級）　 　　　　　　 フリー２分 女子Ｃ（２級）　 　　　　　　 　　　フリー２分
男子Ｄ（１級）　　　　　　　　　 フリー１分 女子Ｄ（１級）　　　　　　　　　　 フリー１分
男子Ｅ（初，無級）　　　　　　　フリー１分 女子Ｅ（初，無級）　　　　　　　フリー１分

課      題 ２０１１年～２０１２年ＩＳＵおよび日本スケート連盟規定による（詳細は別紙）

参加資格 京都府高等学校体育連盟加盟の高等学校に在学中の生徒で，所属学校長の承認を得た者。
　 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。

表　　　彰 各種目の優勝者に盾と賞状を，入賞者（３位まで）に賞状を贈る

申込方法 申込書を締切日までに下記に送付すること。
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。
　予定要素表の再提出は、音楽媒体提出時まで受け付ける。※実際の演技の際に、予定を変更して演技することは可。
演技予定要素表はFAX,メール送信も可｡

申 込 先 〒615-0074　京都市右京区山ノ内苗町37  京都外大西高等学校内
　　京都府高体連スケート専門部　事務局
　　　ＴＥＬ　321-0712 （学校）　FAX　322-7733 （学校）　e-mail：t_takada@kufs.ac.jp

申込締切日 2011年11月4日（金）必着

音　　 楽 ＣＤ・ＭD（カセットテープ）
（注）・出場種目、氏名、所属及び演奏時間を明記すること。シール等を媒体に貼らないこと。
　　　・予備で別の媒体（本番がCDなら予備はMD、MDならCD　など）を必ず持参し、演技中の音楽トラブル発生時に
　　　　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）

留 意 点　　    ・競技会中の事故等については応急処置のみとする。　　　　　　　　　　　　　

・必ず当該高校の教職員が引率してください。　　　　　　　　　　　　　　

・参加者はスポーツ傷害保険等に必ず加入しておくこと。

そ の 他 種目別競技日程は、申込締切後に参加人数に応じて決定する。
申込締切日後に京都府スケート連盟審判員立ち会いの上、全ての種目の滑走順を事前に抽選する。

キリトリ線

　　　　　　　　　　　  《　 (   　　)  内の該当するものに○印を付けること  》

大 会 名 平成２３年度第64回京都府高等学校総合体育大会スケート競技会参加申込書

　学校名 【　　　　　　　　　　　　　　】高等学校   氏名　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】    学年【　　　　】　( 男 ・ 女 )

出場種目 　フィギュア競技：　　（ 男子 ， 女子  ） 　  （　 選手権　， 　 A　, 　 B  , 　 C  ,  　D   ，　Ｅ　　）  

申込締切日現在のあなたのバッジテスト総合合格級　【　　　　　】　級 　　生年月日　【　　　　　　】年　【　　　　】月　【　　　　】日

          上記の通り申し込みます

　　学校名　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　学校長名　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　印



平成２３年度　第64回 京都府高等学校総合体育大会　スケート競技会　(フィギュア競技)
種目詳細

京都府高体連スケート専門部

種目詳細　   フリースケーティング（ ＩＳＵジャッジング・システムで採点を行う）
2011～2012 ISU及び(財)日本スケート連盟 競技規定による

No. 競技種目 滑走時間 課　題

①
選手権男子（５級以上）                          
選手権女子（６級以上）

男子４分
女子３分３０秒

ISUジュニア課題

② 男子Ａ・女子Ａ（４級・５級）                                             　　　　　　 　　　　　　
男子３分３０秒

女子３分
国内ノービスA課題

③  男子Ｂ・女子Ｂ（３級）
男子３分

女子２分３０秒
国内ノービスB課題

④  男子Ｃ・女子Ｃ（２級） 男・女とも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。(ワルツジャンプは不可)
　・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１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。

⑤  男子Ｄ・女子Ｄ（１級） 男・女とも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。

⑥  男子Ｅ・女子Ｅ（無級・初級） 男・女とも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１で評価する。３回転未満は無価値。

※ 男子Ｃ，Ｄ，Ｅ・女子Ｃ，Ｄ，Ｅの競技は、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。

　 本大会では男子Ｅ・女子Ｅ(無級と初級を統合 )は、初級の課題で採点する。

　 ワルツジャンプは男子Ｅ・女子Ｅ(無・初級）のみベースバリュー0.30で認定する。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。

要項（添付資料①）



平成２３年度　第64回 京都府高等学校総合体育大会　スケート競技会　(フィギュア競技)

　演技予定要素表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （出場される方は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 ）     

①　選手権　　　② Ａ（４級・５級）　　　③　Ｂ（３級）　 ④　Ｃ（２級） 　　 ⑤　Ｄ（１級 ）　　 ⑥　Ｅ（無級・初級）　

フリースケーティング

順番 要  素  名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 以 下 は 記 入 例 

CCoSp

 ３Ｆ　＋　２Ｔ

２Ａ　+　2Ｔ

FSSp

全て２A　・　FCCoSp 等の略称で記入すること。略称は裏面参照。

※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。

演技予定要素表の再提出は、音楽媒体提出時まで受け付ます。

要項 （添付資料②）



ジャンプ
トリプルアクセル　 3Ａ ダブルアクセル 　２Ａ シングルアクセル 　１Ａ 
トリプルトウループ　 3T ダブルトウループ 　２T シングルトウループ　 １T 
トリプルサルコウ　 3S  ダブルサルコウ　２S  シングルサルコウ　１S  
トリプルループ 　3Lo ダブルループ 　２Lo シングルループ　１Lo 
トリプルフリップ　 3F ダブルフリップ　 ２F シングルフリップ　１F 
トリプルルッツ　 3Lz ダブルルッツ　 ２Lz シングルルッツ　 １Lz

ワルツジャンプ（スリージャンプ）　W
クワド（クワドラプル）アクセル　４Ａ 
クワドトウループ　 ４T 
クワドサルコウ　 ４S  
クワドループ 　４Lo 
クワドフリップ　 ４F 
クワドルッツ　 ４Lz

スピン
アップライトUＳp
シット SSp 
キャメル CSp 
レイバック LSp  
フライングアップライト FUSp  
フライングシット FSSp 
フライングキャメル FCSp 
フライングレイバック FLSp  
フライングコンビネーションF CoSp 
フライング足替えアップライト　FCUSp 
フライング足替えシット　F CSSp 
フライング足替えキャメル　F CCSp 
フライング足替えレイバック　F CLSp 
フライング足換えコンビネーション　F CCoSp

ステップシークエンス
ストレートライン 　SlSt
サーキュラー　CiSt
サーペンタイン　SeSt
コレオステップ　ChSt
コレオスパイラル　ChSp

ジャッジスコア（ジャッジスディテイルス）の記号表記について
< - ジャンプの回転不足
<< - ダウングレード
e - フリップジャンプまたはルッツジャンプの踏み切りエッジ違反
x - 演技後半実施による加点要素
* - 構成違反による無得点要素

要項 （添付資料②）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97_%28%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%29
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97_%28%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%29

