
第９４回日本学生氷上競技選手権大会 スピードスケート部門 競技要項 （案） 

2021 年 11 月 16 日現在 

１．競技距離   

女子  個人競技  500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 3000ｍ 

団体競技  2000ｍリレー チームパシュートレース(６周) 

男子  個人競技  500ｍ 1000ｍ 1500ｍ 5000ｍ 10000ｍ 

団体競技  2000ｍリレー チームパシュートレース(８周) 

２．日  程 

2021 年 1 月 4日(火) 

公式練習  ①9:00～9:50 ②10:05～10:55 ③11:10～12:00 

監督主将会議及び抽選 15:30（明治北海道十勝オーバル） 

 

2021 年 1 月 5日(水) 

公式練習  8:00～8:40 8:55～9:35 

競技開始  10:00 ①男子500ｍ ②女子500ｍ 

               ウォームアップ30分間（男子10000ｍ出場者のみ） 

            ③男子1500ｍ ④女子1500ｍ ⑤男子10000ｍ 

公式練習      競技終了後30分間 

 

2021 年 1 月 6日(木) 

公式練習  8:00～8:40 8:55～9:35 

競技開始   10:00 ①女子3000ｍ 

ウォームアップ30分間（1000ｍ出場者のみ） 

②男子5000ｍ ③女子1000ｍ ④男子1000ｍ 

公式練習      競技終了後30分後に開始（リレー競技及びチームパシュート競技、個 

人練習で組分を行う。組分けは後日発表することとする。） 

 

2021 年 1 月 7日(金) 

  公式練習  8:00～9:35（リレー競技及びチームパシュート競技で組分けを行う。組分けは

後日発表することとする。） 

競技開始  10:00 ①女子 2000ｍリレー ②男子 2000ｍリレー 

③女子チームパシュートレース ④男子チームパシュートレース 

３．競技方法 

(１) 国際スケート連盟スピードスケート競技規則（以下「ＩＳＵ規則」という。）、(公財)日本

スケート連盟スピードスケート競技規則並びに本要項による距離別競技とする。 

(２) 女子、男子とも各距離の得点合計による学校対抗とする。この場合、合計得点が同じと

きは上位者の多い学校を上位とする。更に同点の場合は同順位とする。 

(３) 各距離の得点は次のとおりとし同順位は得点を案分する。この場合、小数第２位以下を

切り捨てるものとする。 

個人競技 

女子 １位17点、２位15点、３位13点、４位11点、５位９点、６位７点、７位６点、

８位５点、９位４点、10位３点、11位２点、12位１点 

男子 １位20点、２位18点、３位16点、４位14点、５位12点、６位10点、７位９点、 

８位８点、９位７点、10位６点、11位５点、12位４点、13位３点、14位２点、

15位１点 

 



団体競技 

女子 １位14点、２位11点、３位８点、４位６点、５位４点、６位２点 

男子 １位18点、２位15点、３位12点、４位10点、５位８点、６位６点、７位４点、

８位２点 

(４) トラックは標準 400ｍダブルトラックＣタイプとする。ただし、チームパシュートレース

にあっては標準シングルトラックＣタイプとする。 

(５)  1500ｍ以上の距離にあってはカルテットスタート競技方法を採用することができる。こ

の場合、採用の有無は監督主将会議で決定する。 

(６)  組合せ手順及びスタート順 

ア) 個人競技 

① 各距離の組合せ及びスタート順は、当該距離の本年度タイム（2021 年 12 月 19 日現在

のもので、高地リンクで樹立したものを除く）による。この場合、ＩＳＵ規則 239 条２

項を準用する。 

② ランキングの編成 

a) 各距離とも、当該距離の本年度タイムに従ってエントリーされた者を順位づける。 

b) 本年度タイムのない者は、抽選により順位づけ a)に続く。 

③ 組合せ及び滑走順 

a) 前記②の上位から２名ずつ組み合わせるものとし、スタートレーンは上位者をインレ

ーンとする。ただし、同一校が同一組とならないように配慮するためランキングを調

整する場合がある。（2022 年 1 月 2 日以降） 

b) 組のスタート順は前記 a)の下位からとする。  

   ④ 抽選前の補欠起用の取り扱い（代表者会議抽選前）として，補欠はタイムランキングを 

基にランキングを作成する。 

⑤ 抽選後の棄権に伴う組の調整は、ＩＳＵ規則第 245 条２項に従って新たな組合せ及び滑

走順を決定する。 

⑥ 最終順位はＩＳＵ規則第 265 条、第 268 条及び第 275 条を適用する。 

イ) 団体競技 

① 第 2 日目競技終了時点の学校対抗得点合計に基づき上位から組み合わせる。この場合、

学校得点合計が同じときは上位者の多い大学を上位とする。さらに同点の場合は抽選と

する。 

② スタート順は得点順とは逆に下位の組からスタートし、最上位の組が最後に滑走する。 

   ③ スタートレーンは、チームパシュートレースにあっては学校対抗得点合計の上位校をフ

ィニッシュサイドとし、リレー競技にあっては抽選とする。 

④ 抽選後の棄権に伴う組の調整は、当該競技開始１時間前までの場合はＩＳＵ規則第 245

条４項を適用して残っている者のランキングに基づいて再編成する。それ以後の変更は

ISU規則第 245 条３項を適用する。 

⑤ 最終順位はＩＳＵ規則第 265 条、268 条及び第 275 条を適用する。 

⑥ 2000mリレー及びチームパシュートレースに出場する場合は、安全対策として、ヘルメ

ット（ショートトラック競技の基準に適合するもの）、ネックプロテクション、アンク

ルプロテクション、手袋の着用を義務付ける。なおレーシングスーツは、カットレジス

タンス使用、ブレードは前後カットしてあることが望ましい。 

４．表 彰 

(１) 女子、男子とも学校対抗１位の大学に優勝杯及び賞状を、２位及び３位の大学に賞状を

授与する。 

(２) 各距離とも、個人競技にあっては１位から８位までの者に、団体競技にあっては１位から

３位までの大学に賞状を授与する。 

 

 



５．参加資格 

本年度の（一社）日本学生氷上競技連盟登録者かつ、(公財)日本スケート連盟登録競技者であ

って、（公財）日本スケート連盟バッジテストＣ級（スピード、ショートトラックを問わない）

以上を有する者とする。 

６．出場制限 

(１) 各距離の出場人員を次のとおり制限する。 

  個人競技 

１校１距離 ３名以内 補欠１名以内 

・１名２距離以内とし、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。ただし、リレー競技及びチームパシュートレースは除く。 

・男子10000ｍにあっては、本年度又は前年度に次のタイム（高地リンクで樹立したもの

を除く）以上を有する者 

男子5000ｍ 7分35秒 又は 男子10000ｍ 15分50秒 

団体競技 

リレー競技 １チーム６名以内の編成とし出場は４名とする。 

チームパシュートレース １チーム５名以内の編成とし出場は３名とする。 

７.参加申込 

(１) 所定の申込書（（一社）日本学生氷上競技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、（一社）日本学生氷上競技連盟スピード部門のアドレスへ申し込むこと。  

学連ホームページのURL       http://jacsif.jp 

申込先：学連スピード部門アドレス  speed@jacsif.jp 

ア) 参加申込に伴う留意事項  

①ファイル名は、「第94回日本学生氷上競技選手権大会 スピード競技参加申込○○大

学」とする。  

②参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) 参加申込料は、大学ごとに一括して銀行振込（銀行振込に限る）により納めること。振込

手数料は申込者の負担とする。この場合、参加申込料振込明細書を学連スピード部門アド

レス speed@jacsif.jp に送付すること。 

ア) 参加申込料  

１名につき12,000円  

イ) 振込先（銀行振込に限る）  

金融機関：PayPay銀行 ビジネス営業部（005）  

口座：普通 １３４３１９４  

名義：（一社）日本学生氷上競技連盟 スピード部門 

ウ) 申込締切日後は、いかなる場合も納められた参加申込料を返還しない。  

(３) 申込締切日 2021年11月30日(火) 23時59分 必着   

※受付開始 2021年11月15日（月） 

(４) 参加申込が遅延した者（申込締切日までに参加申込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・広報以外の目的には使用しない。 

 

８．距離別エントリー 

(１) エントリー可能者 

提出可能な者は 2021 年 11 月 30 日（火）23時 59 分までに、（一社）日本学生氷上競技連

盟に大会参加申し込みを完了している者に限る。 

 



（２）エントリー 

    ①所定の申込書（（一社）日本学生氷上競技連盟のホームページからダウンロードするこ

と）に記入のうえ、（一社）日本学生氷上競技連盟スピード部門のアドレスレへ申込す

ること。 

② ①の参加申込に加えJSFマイページ(https://www.skatingjapan.jp/mypage/)の競技会 

参加申込サイトからも参加申込すること。この場合、①と②に相違があった場合は、①

の内容により以後の処理を行う。 

   ※ JSFマイページからのエントリーは補欠区分がないため、補欠であっても通常のエン

トリーとすること。 

(３) 申込期限 2022年1月2日（日）正午     ※受付開始 2021年12月20日（月） 

(４) ①の申込先：（一社）日本学生氷上競技連盟スピード部門   

メールアドレス：speed@jacsif.jp 

（５） 参加申込に伴う留意事項  

①ファイル名は、「第94回日本学生氷上競技選手権大会 スピード競技距離別エントリー 

○○大学」とする。  

②参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。 

９．その他 

（１）本競技会は、無観客とする。 

(２) （公財）日本スケート連盟基準の「新型コロナウイルス感染症(COVIＤ-19)対策としての

スポーツ活動再開ガイドライン」を基に、競技会開催地の都道府県関係部局の指示を仰

ぎながら、その施設や地域の実情に合わせた「感染拡大防止対策」に取り組むものとす

る。合わせて、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、標記競技会については

「第 94 回日本学生氷上競技選手権大会 スピードスケート部門競技実施について」の通

り実施することとし、具体的な内容（PCR検査の受検等）については別途、本連盟（日

本学生氷上競技連盟）ホームページ及びメールを通じて具体的な内容を告知する。遵守

できない参加者には、他の参加者の安全を確保する等の観点から、参加を取り消したり 

途中退場を求めることがある。 

ア) 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。 

①体調がよくない場合（発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

②同居家族や⾝近な⼈に感染が疑われる⽅がいる場合 

③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・地域へ 

の渡航⼜は当該在住者との濃厚接触がある場合 

イ) マスクを持参すること。 

ウ) 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。 

エ) 他の参加者、主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

オ) 競技中に⼤きな声で会話、応援をしないこと。 

カ) 感染防⽌のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指⽰に従うこと。 

キ) 本競技会終了後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、主催者に対し

て速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること。 

ク）故意または重大な過失がない限り、本連盟は本競技会に関わる全ての人の新型コロナウイ

ルス感染に対するいかなる責任を負わない。 

（３）本競技会中（２．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。 

（４）参加者はスポーツ障害保険に必ず加入していること。 

（５）本競技会への参加に際しては、バッツテスト級認定証を携行すること。 

(６) 大会時に撮影された写真・映像が、本連盟が作成するウェブサイト、パンフレット、広報

物等に使用される場合がある。また、大会時に撮影された写真・映像が、当連盟が許可す



る団体が製作する出版物、ウェブサイトに掲載、もしくはインターネット等で配信・中継

される場合がある。上記を拒否する場合には、必ず当連盟に事前に届け出なければならな

い。 


