
東日本大震災復興支援 

～ とどけよう スポーツの力を東北へ ～ 

 

第38回日本学生ショートトラックスピードスケート選手権大会 

要  項 

平成27年8月11日 

１．主催 

日本学生氷上競技連盟（以下、「本連盟」という。） 

公益財団法人日本スケート連盟（以下、「日本スケート連盟」という。）  

 

２．共催 

 岩手県教育委員会 第71回国民体育大会二戸市実行委員会 

 

３．後援 

岩手県 公益財団法人岩手県体育協会 二戸市 二戸市教育委員会 一般社団法人二戸市体育協会 

 

４．主管 

岩手県スケート連盟 

 

５．会場 

岩手県立県北青少年の家スケート場 

岩手県二戸市仁左平字放森61-35   TEL：0195-23-9511 

 ※競技会に関することは、会場への問い合わせをしないこと。 

 

６．競技距離 

学校対抗競技  

女子：500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍリレー 

男子：500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 5000ｍリレー（予選・準決勝は3000ｍリレーとする。）  

オープン競技  

女子：500ｍ 1000ｍ 

男子：500ｍ 1000ｍ 

バッジテスト競技  

女子：500ｍ 1000ｍ 

男子：500ｍ 1000ｍ 

 

７．日程 

平成27年10月17日(土) 

監督主将会議 

開会式 

公式練習 

競技開始 

8:00 岩手県立県北青少年の家 2階研修室 

8:45 氷上 

9:40～11:00 

11:30 学校対抗競技  1500ｍ 500ｍ 1000ｍ 男子3000ｍリレー 

オープン競技  1000ｍ     バッジテスト競技  1000ｍ 

平成27年10月18日(日) 

公式練習 

競技開始 

 

閉会式 

7:45-9:05 

9:30 学校対抗競技  1000ｍ 3000ｍ 女子3000ｍリレー 男子5000ｍリレー 

オープン競技  500ｍ      バッジテスト競技  500ｍ 

競技終了後 岩手県立県北青少年の家 2階研修室 

 

８．競技方法  

(１) 国際スケート連盟ショートトラックスピードスケート競技規則（以下、「ＩＳＵ規則」という。）、日 

  本スケート連盟ショートトラックスピードスケート競技規則並びに本大会要項による距離別競技とする。 

(２) トラックは標準ショートトラックとする。 

(３) 学校対抗競技は、全レースの得点合計に基づき順位を決定する。合計得点が同点の場合は、リレー競技 



  の上位校を上位とする。 

500ｍ、1000ｍ 

1500ｍ 

3000ｍ 

リレー 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

１位から降順に５、３、２、１、１点 

１位から降順に７、５、４、３、２、１、１点 

１位から降順に９、７、６、５、４、３、２、１、１点 

１位から降順に１３、１０、８、６点 

(４) 組合せ抽選は、主催者の責任抽選とする。 

ア) 各距離ともＩＳＵ規則第295条２項に従ってラウンドを編成し、エリミネーション方式によって次の 

  ラウンドへは各組の１位、２位、若しくは３位の者が進出する。 

イ) 各距離とも、最初のラウンドの組合せ及びスタート順の抽選は、各大学から出された出場申込記載 

  のＡ、Ｂブロック別とし、各ブロックの予選ラウンドの編成は、前年度全日本距離別ランキングに 

 基づいて、次にバッジテスト級により同一級の中で抽選して各組に配置する。次のラウンドへは、 

 各ブロック内で必要な人数が進出し、原則として準決勝まではブロックを変更しないようにする。 

 (５) 各距離とも決勝レースはＡ及びＢとし、ＩＳＵ規則第295条６項及び７項に従って順位を決定する。 

 (６) オープン競技及びバッジテスト競技はタイムレースとする。  

 

９．表彰 

 (１) 学校対抗 

   ア)  優勝校に、持ち回りの賜杯（男子は寬仁親王杯、女子は寬仁親王妃杯）及び賞状を、２位から６位

の大学に賞状を授与する。 

   イ) 各距離の１位から３位までの者にメダル及び賞状を、４位から６位までの者に賞状を授与する。た 

     だし、リレー競技を除く。 

   ウ) リレー競技の１位の大学にメダル及び賞状を、２位から６位までの大学に賞状を授与する。 

 (２) オープン競技の各距離の１位から６位までの者に賞状を授与する。 

 

10．参加資格  

本年度の本連盟登録者であること。 この場合、参加申込時にバッジテスト級の期限が満了している者は参加 

申込することができない。 

(１) 学校対抗競技：日本スケート連盟バッジテスト（ショート）Ｃ級以上の者 

(２) オープン競技：日本スケート連盟バッジテスト（ショート）Ｄ級以上の者  

(３) バッジテスト競技：日本スケート連盟バッジテスト（ショート）Ｅ級以下の者 

 

11．出場制限  

(１) 学校対抗競技 

ア) 各校とも１距離３名以内、１名２距離以内とする。ただし、リレー競技を除く。 

イ) リレー競技は１校１チーム以内とし、メンバーは５名以内とする。  

ウ) 補欠は各距離１名以内とし、補欠を含め２距離に参加申込した者は他の距離の補欠となることはで 

  きない。  

(２) オープン競技及びバッジテスト競技出場者は、学校対抗競技に参加申込していない者（補欠を含む）と 

し、１名２距離以内とする。 

 

12．参加申込  

(１) 所定の申込書（本連盟ホームページからダウンロードすること）に記入のうえ、電子メールで申し込むこと 

ホームページのURL （http://www.k3.dion.ne.jp/~gakuren/subs.html）  

ア) 申込先  

〒202-0021 東京都西東京市東伏見３－１－２５ 

ダイドードリンコアイスアリーナ内  

日本学生氷上競技連盟  

TEL/FAX：042-463-3612  

E-mail：speed@gakuren.info  

イ) 添付書類  

バッジ級認定証（バッジテスト申請中により、認定証の交付を受けていない者にあっては バッジ級申請

書）の写し（電子データで送付できる者はメールに添付することとし、他の者は郵送とする）  

 



ウ) 参加申込に伴う留意事項  

① 件名は、「第38回日本学生STSS選手権大会 ○○大学」とする。  

② 本文には、大学名、担当者名、担当者連絡先電話を入力すること。  

③ 参加申込メール受信後、本連盟より参加申込受理のメールを送信するので、その返信をもって参加申

込を受理したものとする。  

(２) 参加料は、大学ごとに一括して銀行振り込みにより納めること。振込手数料は申込者の負担とする。  

ア) 参加料  

① 学校対抗競技申込者 １名につき10,000円  

② オープン競技及びバッジテスト競技申込者 １名につき8,000円  

イ) 振込先（銀行振込に限る）  

金融機関：三菱東京UFJ銀行 国立支店  

口座：普通 ０８５７９８４  

名義：山崎 朱香（ヤマザキ アヤカ）  

ウ) 申込締切日後は、いかなる場合も納められた参加料を返還しない。  

(３) 申込締切日 平成２７年９月１８日(金) １２時 必着  

(４) 参加申込が遅延した者（申込締切までに参加料が受理されていない者を含む。）または参加申込書が不

完全な者は本競技会への参加を認めない。  

(５) 参加申込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．宿泊  

宿泊申込については、宿泊先一覧を参照のうえ各自直接手配すること。 

 

 

14．その他  

(１) 本競技会中（７．の全日程中）の事故等については応急処置のみとし、責任は負わない。 

(２) 参加者はスポーツ傷害保険等に必ず加入していること。 

(３) カットレジスタンススーツを着用していない者は、ネックプロテクションを必ず装着すること。 

(４) ブレードチェックは 10月 16日(金) 17:00よりヒートボックス前で行う。 

(５) 公開練習は次のとおりとする。  

ア) 日程  

10月15日（木） 13:30～17:30 20:30～22:30  

10月16日（金）  9:00～11:30 13:30～17:30 20:30～22:30  

イ) 滑走料金は無料とする。 

(６) 希望郷いわて国体冬季大会スケート競技会ショートトラック競技リハーサル大会として実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



【宿泊先一覧】 

競技会場敷地内宿泊施設 
  

名 称 電話番号 住 所 備 考 

岩手県立県北 

青少年の家 
0195-23-9511 二戸市仁左平字放森 61-35 

１泊３食付 １，９４０円（学生）  

１泊３食付 ２，２３０円（監督・コーチ） 

（※シーツクリーニング代 120円込） 

※特別食・夜食・ご飯増量は要相談 

※宿泊申込については、概ね宿泊する１ヶ月前には申請ください。 

 

金田一温泉郷宿泊施設 
  

名 称 電話番号 住 所 備 考 

ホテル金田一 0195-27-3111 二戸市金田一字大釜 25  

仙養舘 0195-27-2231 二戸市金田一字大沼 24  

おぼない旅館 0195-27-2221 二戸市金田一字湯田 43-5  

きたぐに旅館 0195-27-2531 二戸市金田一字大沼 24-20  

    

市街地（福岡・石切所）宿泊施設 
  

名 称 電話番号 住 所 備 考 

二戸シティホテル 0195-23-9111 二戸市福岡字下町 17 

選手監督２４名分確保済み 

※１０/14～17泊連泊可 

 11シングル ４ツイン 和室（5） 

山和旅館 0195-23-4151 二戸市福岡字八幡下 51-23 
 

ホテル村井 0195-23-7151 二戸市福岡字上町 5 

選手監督２３名分確保済み 

※１０/16・17連泊可 

 17シングル 3ツイン 

村田旅館 0195-25-4321 二戸市福岡字中町 24-1 
 

まべち荘 0195-23-3130 二戸市福岡字長嶺 24-2 
 

 

 


