
第51回全岡山フィギュアスケート選手権大会 令和3年度岡山市総合体育大会 競技 

兼 第77回国民体育大会 フィギュア競技 第42回全国中学校スケート大会  

第71回全国高等学校スケート選手権大会 岡山県内予選会  要項 

 

大 会 名    第51回全岡山フィギュアスケート選手権大会 令和3年度岡山市総合体育大会 

         兼 第77回国民体育大会 フィギュア競技 第42回全国中学校スケート大会  

兼 第71回全国高等学校スケート選手権大会 

岡山県内予選会 
 

主   催    ＮＰＯ法人岡山県スケート連盟・岡山市スケート連盟・（一財）岡山市体育協会  

後   援    岡山県・岡山県教育委員会・（公財）岡山県スポーツ協会・岡山国際スケートリンク 

 

競技 規定    ＩＳＵ及び日本スケート連盟競技規定による 

 

競技 期日    2021年10月16日（土） ～ 17日（日） 

 

会   場    岡山国際スケートリンク 

 

競技 日程    10月16日（土）･･･ 第一日目 午前～ 開会式・競技開始 

         10月17日（日）･･･ 第二日目 午前～ 競技開始  

          ※正式な競技開始時間・終了時間及び競技順番は参加員数確定後決定します。 

 

競技 種目    (1) 男女シングル 

※ 選手権及びJ選手権はショートプログラム、及びフリースケーティングで行う 

※ 全競技ＩＳＵジャッジングシステムでの採点で行う 

※ 各クラスへの参加条件は下記の競技課題の注釈を参照のこと 

         (2) オープン競技（シングル・アイスダンスなど）※採点なし  

           参加資格・競技内容：制限なし 

（所持級に関係なく出場可能、ｱｲｽﾀﾞﾝｽは同性及び複数ｶｯﾌﾟﾙ同時滑走可） 

 

競技 資格    岡山県スケート連盟登録者 

 

参 加 料    選手権・Ｊ選手権クラス････････････････････ 13,000円 

         ノービスＡ・ノービスＢ ･･････････････････ 10,000円 

２級クラス ･･･････････････････････････････ 8,000円 

         １級・初級・無級クラス ･･･････････････････ 7,000円 

         オープン競技（ｱｲｽﾀﾞﾝｽの場合は1組）････････ 5,000円 

         公式練習･･･････････････････････････････････ 1,000円（参加当日集金） 
          ※参加人数によっては公式練習をとる時間がない時は行わない場合があります。 

 

表   彰    男女別、クラス別に第1位から第3位まで 

 

申 込 級    申込期限において取得しているバッチテスト級 

 

申込 期限    2021年9月10日（金）必着 

 

申込 方法    所定の申込書に必要事項を明記の上クラブごとに申し込むこと 

         （申込書は送付の上、参加料金は振込みのみとする） 

 

 

 



申 込 先    〒700-0034 岡山市北区高柳東町11-15 アルファスマート高柳308号 

           井上 敦子     TEL：090-2001-6034 E-mail：ainoue@ezweb.ne.jp 

 

振 込 先    中国銀行 岡南支店  岡山県スケート連盟競技委員長 

          井上 敦子  ＜口座番号＞ １４８７１３１ 

 

音   楽    ＣＤのみとし、開会式後の抽選で提出のこと 

（必ず出場クラス・所属クラブ・名前・演奏時間を記入すること） 

 

そ の 他    参加選手は必ずスポーツ保険に加入のこと。 

         国体および全中、インハイの予選会の詳細は別紙①の通りとします。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事項に該当する場合は 

参加を見合わせること(イベント当日に書面で確認を行います) 

・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 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の点に注意すること 

・マスクを持参すること(参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない時間や 

会話をする際にはマスクを着用すること) 

・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 

・他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ2m以上)を確保すること 

・イベント中に大きな声で会話、応援等をしないこと 

・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 

・イベント終了後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 

  

競技 課題 
※採点方式：全競技ＩＳＵジャッジングシステム  （時間の許容範囲は前後10秒） 

※1 国体成年男女に出場有資格者は５級以上で選手権クラスにエントリー可能。 

※2 ８,７,６,５級の国体少年予選出場選手、及び全中予選出場選手。 

国体少年男女・全中男女に出場希望者は７級であってもJ選手権クラスにエントリーすること。 
※3 ノービスＡ年齢又は次年度ノービスＡ年齢となる選手は６級以上も可。ﾉｰﾋﾞｽ年齢超過者も４・５級は可。 

※4 ノービスＢ年齢又は次年度ノービスＢ年齢となる選手は５級以上も可。ﾉｰﾋﾞｽ年齢超過者も３・４級は可。 

   インカレ出場予定の大学生で準３級以上（インカレC）の選手も可 

クラス 参加資格 
国体・全中・インハイ

予選 

ｼｮｰﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾌﾘｰ･ｽｹｰﾃｨﾝｸ  ゙  

男子・女子 男子・女子 課題 

選手権 
７・８級 

（５級以上） 
※1 国体成年男女 2分40秒 4分 ISUシニア課題 

J選手権 ５・６級以上 
※2 国体少年男女・ 

全中男女・インハイ男女 2分40秒 3分30秒 ISUジュニア課題 

ノービスＡ※3 ４・５級以上 
  

3分 日ス連ﾉｰﾋﾞｽＡ課題 

ノービスＢ※4 ３・４級以上 
 

2分30秒 日ス連ﾉｰﾋﾞｽＢ課題 

２級 ２級 
 

2分 特別課題（※5） 

１級 1級 
 

１分 特別課題（※5） 

初級 初級 
 

1分 特別課題（※5） 

無級 無級 
 

1分 特別課題（※5） 
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※5：特別課題（日本スケート連盟下位クラス課題） 

クラス  男 子 女 子 

２級 

※特記事項 
ＰＣＳ：ＳＳ・ＰＥ・ＩＮ  ファクター：１.８（全ＰＣ共通） 

転倒1回につき０.２点減点 

①ジャンプ 

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ジャンプ・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つはアクセル型のジャンプでなくてはならない。 

・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。) 

②スピン 

最大２ 

・１つは１ポジションのスピン。(５回転以上) レベルＢで評価する。 

・１つはスピン・コンビネーション。 レベルＢで評価する。 

③ステップ 

シークエンス 

最大１ 

・レベルＢで評価する 

１級 

※特記事項 
ＰＣＳ：ＳＳ・ＰＥ・ＩＮ  ファクター：１.５（全ＰＣ共通） 

転倒1回につき０.２点減点 

①ジャンプ 

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ジャンプ・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種類を含むこと。(回転数が異なっても同じ種類とする。) 

②スピン 
最大１ 

・１ポジションのスピン。(５回転以上) レベルＢで評価する。 

③ステップ 

シークエンス 

最大１ 

・レベルＢで評価する 

初級 

※特記事項 
ＰＣＳ：ＳＳ・ＰＥ・ＩＮ  ファクター：１.２（全ＰＣ共通） 

転倒1回につき０.２点減点 

①ジャンプ 

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ジャンプ・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種類を含むこと。(回転数が異なっても同じ種類とする。) 

②スピン 

最大１ 

・１ポジションのスピン。(５回転以上) レベルＢで評価する。 

無級 

※特記事項 
ＰＣＳ：ＳＳ・ＰＥ・ＩＮ  ファクター：１.０（全ＰＣ共通） 

転倒1回につき０.２点減点 

①ジャンプ 

最大３ 

・ジャンプ・コンビネーション又はジャンプ・シークエンスは不可 

・全て異なった類のもの。(回転数が異なっても同じ種類とする。) 

②スピン 

最大１ 

・１ポジションのスピン。(５回転以上) レベルＢで評価する。 

※2級競技、1級競技、初級競技、無級競技は、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。 

※ワルツジャンプは無級・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。 

※スピンは３回転しなければノーレベル。フライング、足換えは任意 レベルＢのみ。 

※ステップシークエンスの長さは1/2以上あれば認定する。1/2に満たない場合はノーレベル。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙①】第77回国民体育大会 フィギュア競技 第42回全国中学校スケート大会 第71回全国高等学校 

スケート選手権大会 岡山県内予選会について 

競技種目   成年男女、少年男女競技（全中男女・インハイ男女） 

           ※ 成年男女に出場希望者（5級以上）は、選手権クラスに出場すること 

          ※ 少年男女・全中男女・ｲﾝﾊｲ男女に出場希望者は、7級であってもJ選手権クラスに出場すること 

課  題   成年男女（ISUシニア課題）、少年男女（全中男女・ｲﾝﾊｲ男女）（ISUジュニア課題） 

           課題：ショート・フリー総合（国体と全中・ｲﾝﾊｲの両方の出場を希望する選手も1回の滑走） 

          採点：ＩＳＵＪＳ法に準じる 

※少年男女（全中男女・ｲﾝﾊｲ男女）の希望者は①ＳＰに関してはジュニア課題を必須とするが、②ＦＳに関して

はシニア課題でも可とする。その場合、ＦＳに関してはシニア課題からコレオグラフィックシークエンスを得

点上は無きものと見なすが、その要素を実行することで時間減点なしとする。また、コンテンツシートは初め

からコレオグラフィックシークエンスを除いておくこと。 

※成年男女がFSにおいてジュニア課題で滑走しても不利益分を考慮しない。（ＣｈＳｑ得点、時間減点等）ただし、

ショートプログラムは必ずシニア課題で行うこと。 

参加資格     【国民体育大会】 

(1) 岡山県より国体出場資格がある者。 

(2) 日本スケート連盟バッジテスト5級以上とする。※中学3年生が出場する場合は6級以上。 

【全国中学校スケート大会】 

(1) 男子：6級以上（総合）。ただし、6級取得者がいない場合は、5級取得者1名の出場 

は認めるものとする。 

(2) 女子：6級以上（総合）。今年度女子出場枠は現時点では不明。※前年度全国中学校スケート大会、

全日本ノービス、全日本ジュニア、全日本シニア10位以内の選手は枠人数に含まれず、出場資格を得る。 

【全国高等学校スケート選手権大会】 

バッジテスト男子6級以上、女子6級以上（選手がいない都道府県は特別枠あり）。出場は各校男女それぞれ3名まで、補欠1名

以内。年齢は平成14（2002年）年４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技３回までとし、同一学年での出場は

１回限りとする。選手は各都道府県高等学校体育連盟に加盟している生徒で、各都道府県スケート連盟を通じて日本スケート連

盟に登録された者であること。(昨年度の要項より参考まで) 

* 日本スケート連盟推薦枠 ；前年度の全日本選手権大会 全日本ジュニア選手権大会 全国高校総体それぞれ１2位 以内の成績を収

めた者。その他、特別推薦として国際的に活躍した者、全中で優秀な成績を収めた者。 

選考基準    （※急な怪我、病気、近親者の新型コロナウイルス感染関連等による棄権があった場合は、一定の考慮を行い選考することがある。） 

     【国民体育大会】 

本大会（県内予選）及びブロック大会、東西日本大会を主とし選考する。必要に応じ他の競技会結果も考慮して

選考する。（県内予選に不参加でも、国体出場意思があれば、他の競技会結果より選考されるが、本大会には必

ずエントリーし、国体出場意思を明確化する事。）日本スケート連盟の強化選手は、予選の免除対象となり選考

されるが、本大会への申し込みは必ず行う事。(予選会にエントリーされます。) 

＊予選会にエントリーすることで（予選「通過」および本大会に「出場」せずとも）岡山県から 

国体に「参加」したとみなされます。 

【全国中学スケート大会・全国高等学校スケート選手権大会】 

県内予選の結果を考慮して選考する。ただし、県連強化方針として国体規定に習い、日ス連の強化選手は県内予

選の免除対象とするが、この予選会への申し込みは行うこと。 

備  考     【重要】コロナウイルスの影響により選考となる大会が開催できない場合があります。それにより選考が困難と判断

する場合は、新たに予選会の場を設ける場合があります。 

 (1) 県内予選に参加資格がある強化選手は全員参加申込書を提出すること。 

(2) 国体・全中・インハイの予選会に参加できない場合（出場意思があり体調不良等の場合） 

① 参加申込用紙の提出と同時にメールにて連絡をする 

② 参加申込用紙に不参加の理由を記入する 

③ 参加費は0円と記入する 

           【連絡先】 岡山県スケート連盟強化委員長 高旗 彰徳 E-mail：universe.akkey0826sk8@gmail.com  

mailto:universe.akkey0826sk8@gmail.com


＜  全岡山フィギュアスケート選手権大会 参加申込用紙  ＞ 

 

 

クラブ名  スポーツ保険 加入 ・ 不加入 

フリガナ 

氏名 

 年齢  

 生年月日 
平成・昭和  年  月  

日生 

学校名・学年 学年  年   

住所・連絡先 
〒（   －   ） 

       連絡先：携帯（    ）   － 

出場クラス       クラス  男子 ・ 女子 級  

参加料         円 公式練習 参加 ・ 不参加 

         予選会に参加できない場合は別紙①の備考(2)を参照 
 

上記参加料を添えて申し込みます。 

尚、小学生以下の参加については、保護者の同意を確認の上、申し込みます。 

 

                    保護者氏名                ㊞ 

 

 

※第77回国民体育大会 フィギュア競技 第42回全国中学校スケート大会 第71回全国高等学校スケート 

選手権大会 岡山県内予選会に重ねて申し込む場合は以下の内容も記入してください。 

＜  岡山県内予選会エントリー ＞ 

大会名 種目 
出場を希望する種目 

すべてに○をすること 

国民体育大会 

成年男子  

成年女子  

少年男子  

少年女子  

全国中学校 

スケート大会 

男子  

女子  

全国高等学校ス

ケート大会 

男子  

女子  

 

予選会に参加できない場合は左に○をして理由を記入 

コーチ名 

少年男女（全中男女・インハイ男女）のフリーの課題について希望者はいずれかに〇をすること 
 
        ・ジュニア課題で出場    ・シニア課題に出場 
   



参加クラス（　選手権 　Ｊ選手権　ノービスA 　ノービスB　 ２級　　1級　　初級　　無級 　）（男子　　女子）

　氏名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　登録クラブ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※選手権・J選手権はショートプログラムも記入

順番 時間 順番 時間

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

10

11

0’15” 12

0’40” 13

1’10” 14

1’45” 15

16

17

18

19

20

※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。

※演技予定要素リストは参加申込書と同時に提出して下さい。

第51回全岡山フィギュアスケート選手権大会

演技予定要素リスト

ショートプログラム フリースケーティング

要素名 要素名

 ＳtＳq

 ＦCCoSp

 ３Ｌｚ＋２Ｌｏ＋２Ｔ

※出来るだけ記号を使用（不明時は日本語可）

以下は記入例

 ２Ａ＋２Ａ＋Seq



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)

14日前 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

℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

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。

健康調査票 第51回全岡山フィギュアスケート選手権大会

□本人サイン

□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

大会期間中

                              〜

月／日

□過去14日以内に海外渡航歴

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。

記載に関して：

□体温

□嗅覚や味覚の異常

渡航国名（滞在先・経由地）

□咳(せき)、のどの痛みなど風
邪の症状
□だるさ(倦怠(けんたい)感)、
息苦しさ(呼吸困難)

□体が重く感じる、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

公益財団法人 日本スケート連盟 (Ver.20220525)


