
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　　令和3年11月６日（土）　　　 集合予定　　　７ ：１５

公式練習開始予定７：３０　競技予定 ８：００～１２：００

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）
選手権男子（６級以上）　 フリー３分30秒 選手権女子（7級以上）　　 フリー３分30秒

ジュニア選手権女子（６級）　フリー３分30秒

男子Ａ（４・５級）　 　 フリー３分 女子Ａ（４・５級）　 　　 　　　　　　　フリー３分

男子Ｂ（３級）　 　　　　　 　　　　 フリー２分30秒 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 ２０２１年～２０２２年ＩＳＵおよび日本スケート連盟規定による。（別紙参照）

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 締め切り日までに，日本スケート連盟のマイページから参加申し込みをするとともに，大会申込所を下記

に送付すること。

予定要素は，締め切り日までに入力しておくこと。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。

※スケート連盟のホームページから申し込みできない場合は，事務局に連絡し，申込書と予定要素票

　　を送付すること。

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　075-321-0712 （学校）　FAX　075-322-7733 （学校）　e-mail：m_ikeda@kufs.ac.jp

申込締切日 ２０２１年１０月１５日（金）必着

音　　 楽 ＣＤ

（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は再生出来ない為）

留 意 点　　    ・本大会結果並びに他の試合結果の総合判断で、２０２１年度全国高校総体フィギュア競技女子選手

　の選抜を行う。

・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すること。　　　　　　　　　　　　　　

・参加者はスポーツ傷害保険等に必ず加入しておくこと。

・新型コロナウイルス感染予防対策及び女子予選の詳細は別紙を参照のこと。

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。

大 会 名

出場種目

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

　フィギュア競技：　（ 男子 ， 女子  ）  （ 選手権　，ｼﾞｭﾆｱ選手権　， 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

２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会

　要 　項

 《　 (   　　)  内の該当するものに○印を付けること  》

２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会　参加申込書

キリトリ線



〇　課題

選手権男子（６級以上） ＩＳＵ　Ｊｒ　フリースケーティング

選手権女子（７級） ＩＳＵ　Ｊｒ　フリースケーティング

ジュニア選手権女子（６級） ＩＳＵ　Ｊｒ　フリースケーティング

男子Ａ，女子Ａ（４，５級） ノービスＡ

男子Ｂ，女子Ｂ（３級） ノービスＢ

男子Ｃ，女子Ｃ（２級） ２級

男子Ｄ，女子Ｄ（１級） １級

男子Ｅ，女子Ｅ（無・初級） 初級

○　新型コロナウイルス感染症対策について

　１．今大会は無観客での大会とします．選手１名につき，監督（引率者），コーチ各１名以外は入場できません。

　　　保護者，一般の方は入場できませんのでご注意ください。

　２．選手，監督（引率者），コーチはJSFヘルスチェックアプリで記録するか，日ス連の用意している健康調査票

　　　（要項付属の健康調査票）に記入して，会場受付に提出してください．会場にて検温を受けてください。

　３．選手・監督（引率教員）・コーチ・役員は，当日朝に37.5℃以上の発熱があれば，会場に来場せず自宅待

　　　機してください。また，受付時に体温を測定し，37.5℃以上の熱があれば出場を認めません。

　４．会場内ではマスクの着用をお願いします（競技中，アップ時などを除く）。こまめな手洗い，うがい，消毒を

 　　お願いします。

　5．ごみは各自持ち帰ってください。

〇　２０２１年度全国高校学校総合体育大会（全国高校総体）フィギュアスケート競技について

　・開　始　式：令和４年１月１７日（月）　１４時から

　・競 　　　技：令和４年１月１８日（火）～２１日（金）　盛運輸アリーナ（青森県青森市）

　・参加資格 ：令和3年9月1日現在、日本スケート連盟フィギュアスケーティングバッジテスト6級以上の

　　　　　　　　 資格取得選手であること。（６級，７級の選手が該当します）

　　　　　　　　女子の選手については，以下の方法で選抜します。

○　全国高校総体の女子選手の選抜について

　１．２０２１年度全国インターハイに出場を希望する女子選手は，本大会，西日本選手権大会，西日本Jr選手
　　　権大会のいずれかの試合にエントリーしてください。また，選手選考会にもエントリーしてください。

　２．京都府代表は６名です。（基本枠１名，都道府県推薦枠２名，都道府県比例枠３名）

　　　都道府県推薦枠の選手…河辺愛菜さん（昨年度全日本６位），前野百花さん（昨年度全国高校総体７位）

　　　都道府県推薦枠の選手については大会に出場されなくても全国高校総体京都府代表として選出します。

　３．本大会，西日本選手権大会，西日本Jr選手権大会，選手選考会の成績により，河辺愛菜さん，前野百花

　　　さんを除く４名を京都府代表として選出します。ただし，全国高校総体のエントリー期限までに，河辺愛菜
　　　さん，前野百花さんのどちらか１名または両名が出場を辞退された場合，全体で６名になるように京都府代

　　　表を選出します。

種　目　・　所　持　級 課　　題

２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会

新型コロナウイルス感染症対策・全国インターハイ女子予選について



健康調査票

大会名

登録番号 所属
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年齢 歳
住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
連絡先(電話番号)

13日前 12日前 11日前 10日前 9日前 8日前 7日前 6日前 5日前 4日前 3日前 2日前 1日前 初日 2日目 3日目 4日目
10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29 10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 11/6 - - -

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

渡航期間

体温は計測の数値を記入。
健康状態は、選択ボタンから有無を選択。(プリントアウトした場合は、有り（〇）、無し（X）を記入。）
1か月以内に海外渡航歴がある場合は、渡航先（滞在地・経由地）を記載のこと。
健康等相談、連絡したいことが有れば、記載してください。
日本スケート連盟に登録されていない方は，登録番号は空欄にしてください。

□本人サイン

記載に関して：

□過去14日以内に海外渡航
歴

渡航国名（滞在先・経由地）

大会期間中

月／日
□体温（

                              ～

相談記述：相談したいこと、連
絡しておきたいことが有れば，
記載して下さい。

□だるさ(倦怠(けんたい)感)、
息さ(呼吸困難)

□嗅覚や味覚の異常

□体が重く感じる、疲れやすい
等

□新型コロナウイルス感染症
陽とされた者との濃厚接触の
有無

□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

□咳(せき)、のどの痛みなど風
邪の症状

健康調査票 ２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会

公益財団法人　日本スケート連盟 (Ver.20220525)



□大きな声で会話、応援等をしないこと

□飲食時において、同じトング等での大皿での取り分けや回し飲み等の無いよう周知徹底すること

□過去14曰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

２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会

大会を実施する上での留意点

★３つの密を回避
　・各種活動及び更衣場所や待機場所等においても３つの密を避ける。

★体調確認の徹底
　・事業開始にあたり体調確認を行う。また、チェックリストに該当する場合は参加を見合わせる。

★感染防止対策の徹底
　・新しい生活様式に則り、感染防止に向けた対策を徹底する。

□大会参加にあたり、保護者の理解を得たうえ、無理をさせることがないよう配慮すること。なお、基礎疾患
等がある場合は、主治医に相談の上、適切に判断すること。

□用具を使用する活動は、できるだけ使い回しを避けるとともに、可能なものについては消毒をしてから使用
すること

□マスクを持参させること（移動時や着替え等、活動以外の際や会話をする際にはマスクを着用させる）

□活動開始前の検温並びに体調の確認を行うこと

□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（活動前後、活動場所を離れた際等）

□他の参加者、指導者等との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保すること

実施時の感染防止策チェックリスト（専門部）

大会開催時の対応（専門部チェックリスト）

□３つの密（密集・密閉・密接）を回避したプログラムの設定を行うこと

□感染状況を考慮し、無観客試合を判断する

□事業実施後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、速やかに専門部へ濃厚接触者の有無
等について報告させること

◎本チェックリストを基本とし、上記以外に感染拡大防止のための必要な取組を適宜盛り込ん
でください。

□感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置を遵守し、施設管理者の指示に従うこと

□室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行うこと

感染拡大防止のための措置

□参加者が以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること（事前に連絡）

　　□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

◎（公財）日本スポーツ協会の「スポーツイベント再開に向けた感染予防ガイドライン」に則
り、各中央競技団体からのガイドライン等に沿って実施してください。

□各自の飲料水やタオルを持参させるとともに、コップやボトルの共用がないよう徹底すること



２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会

実施時の感染防止策チェックリスト（参加者向け）
京都府高等学校体育連盟スケート専門部

参加者が遵守すべき事項
□以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせること（事前に連絡するこ
と）

□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曰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

□マスクを持参すること（移動時や着替え等、活動以外の際や会話をする際にはマスク
を着用すること）
□各自の飲料水やタオルを持参するとともに、コップやボトルの共用がないようにする
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（活動前後、活動場所
を離れた際等）

□他の参加者、指導者等との距離（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

□感染防止のために専門部が決めたその他の措置を遵守し、専門部の指示に従うこと

□活動前後のミーティング等においても、３つの密（密集・密閉・密接）を避けること

□事業参加後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、速やかに専門
部へ濃厚接触者の有無等について報告すること

参加者が活動を行う際の留意点

□十分な距離の確保

□運動・スポーツの種類に関わらず、活動をしていない間も含め、感染予防の観点から、周囲の人
となるべく距離（※）を空けること（介助者や誘導者の必要な場合を除く）

□強度が高い運動の場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空けること

　（※）感染予防の観点から少なくとも２ｍの距離を空けることが適当である。

□位置取り：運動時においては、前の人の呼気の影響を避けるため、可能であれば前後
一直線に並ぶのではなく、並走する、あるいは斜め後方に位置取ること

□飲みきれなかったスポーツドリンク等を指定場所以外に捨てないこと

□運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと

□飲食については、指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離を取って対面を避
け、会話は控えめにすること

□同じトング等での大皿での取り分けや回し飲みはしないこと

□鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛り、適切に処理する
こと
□個人の荷物はできるだけ１つにまとめ，自分で管理すること。自分で持ち歩き，他人
の手に触れないようにすること。



２０２１年度　京都府高等学校体育連盟フィギュアスケート競技会

実施時の感染防止の基本行動（スケート競技向け）
京都府高等学校体育連盟スケート専門部

□会場では，選手・監督（引率教員）・コーチ・役員全員がマスクを着用すること。
ただし，選手のアップ中や氷上ではこの限りではない。

□会場に入場できるのは，選手１名につき，監督（引率教員）・コーチそれぞれ１名
までとする.。保護者及び一般の観覧は，これを認めない。

□選手・監督（引率教員）・コーチ・役員は，当日朝に37.5℃以上の発熱があれば，
会場に来場せず自宅待機すること。

□受付時に体温を測定し，37.5℃以上の熱があれば出場を認めない。

□個人の荷物はできるだけ１つにまとめ，自分で管理すること。自分で持ち歩き，他
人の手に触れないようにすること。

□開会式は，選手は集合せず，放送でのアナウンスとする。

□閉会式・表彰式は実施しない。賞状・メダルは後日所属高等学校に郵送する。


