
第 56 回佐久市スケート大会 兼  

 第 34 回銀河連邦星のまちスピードスケート親善大会 

開 催 要 項  

 松原湖高原スケートセンター 
１ 主  催 特定非営利活動法人 佐久市スポーツ協会 

  
２ 共  催 佐久市 佐久市教育委員会 

  
  
３ 主  管 佐久市スポーツ協会スケート部  

  
４ 後  援 長野県スケート連盟 佐久市内小学校スケートクラブ 

  
５ 期  日 令和 5 年１月 ８日(日) 

 公式練習 

受   付 

代表者会議 

開 会 式 

競技開始 

表    彰 

閉 会 式 

リンク営業時間内(午前 8：00～)に各自で行う 

11：00    

11：20     

12：00 <放送を通して略式で実施>        

13：00    

競技終了後<チーム代表者にミーテングルーム２で渡します> 

<行いません>      

  
６ 会  場 松原湖高原スケートセンター  小海町豊里 5068-2   TEL:0267-93-2380 

 

  
7 競技種目 中学校男子 500ｍ 中学校女子 500ｍ 

小学校６年男子 500ｍ 小学校６年女子 500ｍ 

小学校５年男子 500ｍ 小学校５年女子 500ｍ 

小学校４年男子 500ｍ 小学校４年女子 500ｍ 

小学校３年男子 500ｍ 小学校３年女子 500ｍ 

一般男子 500ｍ 一般女子 500ｍ 

小学生及び園児 100ｍ(ｵｰﾌﾟﾝ)   

小学校２年男子 300ｍ 小学校２年女子 300ｍ 

小学校１年男子 300ｍ 小学校１年女子 300ｍ 

中学校男子 1500ｍ 中学校女子 1000ｍ 

小学校６年男子 1500ｍ 小学校６年女子 1000ｍ 

小学校５年男子 1500ｍ 小学校５年女子 1000ｍ 

    

    

    

 
８ 競技方法 (1) (公財)日本スケート連盟シングルトラックスピードスケート競技規則及び本大会要項に 

よる。 

(2) トラックは、競技規則に規定する標準シングルトラックＣタイプとする。 

(3) 競技はオープンタイムレースにより順位を決定する。 

(4) 組合せは､事務局責任抽選方法で行う。 

 

 

  
９ 表  彰 (1) 各種目とも１位から３位までに賞状及びメダル、４位から６位までに賞状を授与する。 

ただし、100ｍ競技を除く。 

(2) 各種目優勝者に次のカップ・トロフィー(持回り)を授与する。 

佐久市議会議長賞 中学校男子       500ｍ 

佐久市スポーツ協会長賞 中学校女子       500ｍ 

出嶋民雄賞 小学校６年男子   500ｍ 

小学校６年女子   500ｍ 

清水国夫賞 小学校５年男子   500ｍ 

小学校５年女子   500ｍ 

佐久スケート連盟会長賞 小学校４年男子   500ｍ 

小学校４年女子   500ｍ 



内藤  修賞 

内藤 修賞 

小学校３年男子   500ｍ 

小学校３年女子   500ｍ 

銀河連邦賞 小学校２年男子   300ｍ 

小学校２年女子   300ｍ 

佐久スケート連盟賞 

 

小学校１年男子   300ｍ 

小学校１年女子   300ｍ 

佐久市長杯 中学校男子    1500ｍ 

佐久市教育長賞 小学校６年男子 1500ｍ 

佐久市商工会議所会頭賞 小学校６年女子 1000ｍ 

佐久市工場協会長賞 中学校女子    1000ｍ 

有賀豊文賞 小学校５年男子 1500ｍ 

小学校５年女子 1000ｍ 

   

  
10 参加資格 (1) 佐久地域定住自立圏市町村及び神奈川県相模原市内の小中高校に在学する児童生徒及び佐

久市内及び神奈川県相模原市内に本拠地があるチームに在籍する児童生徒（学校のスケート

クラブ員でなくても可） 

(2) 佐久広域連合市町村及び神奈川県相模原市内に在住在勤する者 

  
11 出場制限 １人２種目以内とする。 

  
12 参加申込 

 

所定の参加申込書により下記に申し込むこと。(FAX 可)遅延した申込は認めません。 

＊一般 5００ｍと小学生・園児１００m オープンは、コロナ感染症拡大防止のため当日 

受付は行いません。(大会１０日間前からの健康管理体調チェックシート提出の為) 

＊チーム応援者も感染拡大防止対策の為、あらかじめチーム毎申込みをしていたたぎます。 

申し込みをされていない方のご来場はできません。(14 項目のコロナ感染症防止対策参照) 

(1) 申込締切 令和４年 12 月１６日(金) 

(2) 申 込 先 〒385-0051 佐久市大字中込２９３９ 佐久市総合体育館内 

(特非)佐久市スポーツ協会事務局(受付:平日 8:30～１９:００) 

TEL：0267-88-6123 FAX：0267-88-6133 

(3) 参 加 料 １人 １，０００円（スポーツ傷害保険料含む） 

      ア 取りまとめの上、次の口座にお振込みいただくか、直接、スポーツ協会窓口 

       にお持込みください。 

＜相模原市関係者の参加料は、大会当日受付でお支払いください。＞ 

イ 小学生及び園児 100ｍのみの申込は参加料不要 

          ウ 主催者の責によらない事由で大会中止の場合、参加料の返金はしない。 

    ▶振込口座番号 : 八十二銀行佐久市役所出張所 普通３２- ９９９◀ 

 名 義 : 佐久市スケート連盟 会計 岩月直之 

(4) 参加申込みにかかる個人情報は、個人情報の保護に関する法律・関連法令を厳守し、競技

運営以外の目的には使用しない。 

  

13 そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 大会中の事故等については傷害保険の対応のみとし、責任を負わない。新型コロナウイル

ス感染症は補償に含まれません。 

(2) 大会参加については代表者が責任を持って引率すること。 

(3) 本大会で撮影した写真等は広報(体協 HP 等)、新聞に使用されることを事前に承知し肖像 

権については主催者に一任していただきます。 

(4) 前年度の種目別カップ・トロフィー(持回り)等を授与された選手又は関係者は、受付時に

返還する。特に卒業学年の受賞者についての対応に御配慮ください。(大会前に返還される場

合は、佐久市総合体育館の佐久市スポーツ協会事務局までお願いします。) 

 ＊前回大会が中止のため、大会事務局で一括して保管しています。 

(5) 所属チームに、競技役員の要請をするので申込締切日までに名簿を提出する。 

(6) 大会出場中の映像、写真、記録等の新聞・ＨＰ等への掲載権は主催者に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 



14 コロナ感染 

  症防止対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 大会開催延

期・中止及

び選手・役

員参加停止

基準 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止に、ご理解とご協力をお願いします。】 
■新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、参加選手等の健康管理チェックと指導に

当たって頂く『健康管理担当者』を設けました。担当していただく管理指導内容は次のと

おりです。 

      ＊健康管理担当者数：登録選手数が１０名以内 1 名・１０名以上は 2 名とします。 

(1) チーム応援者の申込を「チーム応援者健康チェックシート」にまとめる。 

(2) 状況に応じたマスク着用と最低 1ｍ以上の間隔を保ち 3 密回避等の行動を心掛けてく

ださい。<選手はリンクに上がるまでマスク着用> 

 ① 選手、チーム役員のみテントハウス使用、チーム応援者は、リンクサイドで常時マ

スク着用の応援とし、テントハウスへの入室はできません。なお、競技役員はミーテ

ングルーム 2 を控室としてご利用ください。テントハウス利用者の出入りについては

一方通行としますのでご注意ください。 

＊チーム役員とは、チーム代表者と健康管理担当者です。  

        ＊選手、チーム役員、競技役員の動線については別紙料図を参照ください。 

     ② 大会参加関係者全員に健康状態の確認のチェックシートを提出していただきます。 

＜詳細は、【健康管理体調チェックシート(選手用)(チーム役員用)(大会役員用)】及び

チーム応援者健康チェックシート参照＞ 

       ＊各チェックシートは、必要枚数コピーしてご使用ください。 

      ア 大会当日にチーム役員と選手の「健康管理体調チェックシート」を回収、確認し受

付に提出 

      イ あらかじめチーム応援者全員の氏名、連絡先をまとめ、大会当日会場入口で当日朝

食前の体温を「チーム応援者健康チェックシート」に記入、健康状態の項目をチェッ

クし受付に提出 

       ＊チーム応援者は、大会１０日前からの健康管理に注意を払い、大会当日チームの健

康管理担当者のチェックを受け【該当しなければ】入場可 

③ 競技については、代表者会議で確認します。 

 

【大会開催延期及び中止判断基準】 

 ■大会開催２週間前に当たる令和４年１２月２６日(月)～令和５年１月７日(金)の期間に、下

記の事態が発生した場合、大会の中止を判断する。 

(1) 長野県において緊急事態宣言が発令された場合又は開催地区行政及び主管競技団体 

から中止の要請があった場合 

(2) 佐久圏域内の市町村に、まん延防止等重点措置、県感染警戒レベル 6 が発出され強い

行動制限が出された場合(医療アラートの発出状況により、開催が中止になることもあ

ります。) 

(3) 大会申込み開始以前において、感染症拡大の急速状況が見られ主催者から延期等の 

判断が出された場合 

【選手及び役員(大会、チーム)参加停止判断基準】 

 ■下記の事態が発生した場合、選手・役員の参加については停止を判断する。 

   (1) 参加する選手、役員が大会１０日前に当たる令和４年 12 月 29 日(木)～令和５年１

月７日(土)の期間に、感染者となった場合 

   (2) 参加する選手、役員の市町村で大会 5 日前に当たる令和 5 年１月 3 日(火)～令和５

年１月 7 日(土)の期間に、同居家族が濃厚接触者及び感染者となった場合 

   (3) 感染症により当該学校及び職場が大会当日も臨時休校、休業期間になっている場合 

     (4) チェックシートに記載されている、項目について一つでも当てはまらない場合 

  

 


