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2020年10月21日 

公益財団法人 日本スケート連盟 

 

チームインフォメーション 

 
1. 新型コロナウイルス感染症(COVIＤ-19)対策について 

本連盟基準の「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。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ります。 

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・地域等への 

  渡航⼜は当該在住者との濃厚接触がある場合 

尚、詳しくは「新型コロナウイルス（Covid-19）感染防止対策における大会参加基準に 

ついて」https://www.skatingjapan.or.jp/whatsnew/detail.php?id=64をご参照下の 

事。 

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) 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。 
 

2. 健康管理チェックについて 

(1)10月22日(木) 公式練習より北側正面エントランスで公式練習に参加される選手・監督・ 

コーチの皆さんの「検温と健康チェック」を行います。 

      なお、「JSF体温」、「JSFヘルスチェック」アプリを使用していない選手・監督・コーチは、

「健康調査票10/8～10/21」を提出して下さい。 

(2)10月23日(金)～25日(日)は、北側正面エントランスの検温受付で選手・監督・コーチの皆 

さんの検温をし、問題がなければシールをIDカードに貼り付けての入場となります。 

 

3．一般事項について 

(1) 代表者会議及び抽選について 

     10月22日(木) 17:00より北側大会議室(会場図1F ⑮)に於いて開催します。 

① 代表者会議 

ア）代表者会議は、最初の会議のみとします。各チームの代表者は必ず出席してください。 

イ）棄権届の提出を義務付けます。棄権届は、各日距離終了時までにレフェリーに提出し 

て下さい。 

 

 

https://www.skatingjapan.or.jp/whatsnew/detail.php?id=64
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② 抽選について 

ア）代表者会議後に実施します。 

イ）その後の抽選は競技終了30分後からレフェリー団にて行い、スタートリストは 

スケジュ―ルとともに、ホームページに掲載します。 

https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal_date&s=ss&y=20 

20&m=10&d=23 

また、競技役員控室の廊下に貼り出しますので、ソーシャルディスタンスの確保を 

し、ご覧下さい。 

 

 (3) 受付について 

① 出場選手及び各チーム監督・コーチは、必ずヘルスチェックを受けて下さい。 

10月22日(木) 9:０0 ～17:30  北側正面エントランスで受付を行います。 

当日の検温と健康チェック（14日前まで）で問題が無い方に、IDカードを発行します。 

出場選手用はIDカード・プログラム・ピンバッジをお受取ください。 

※監督・コーチにはプログラム・ピンバッジは無償配布しません。必要な場合は有料 

にてお求め下さい。(プログラム600円･ピンバッチ500円) 

② 受付は、個人個人で受付をしていただく形となります。 

 代表者による受付は出来ませんのでご注意下さい。 

③ 受付窓口は、男子選手用 2ヶ所、女子選手用 2ヶ所、監督・コーチ・その他 1ヶ所を 

 もうけます。 

④ ID カードについて  

ア) 今大会の全てのIDカードは、事前申請により発行されます。 

大会時の発行は一切しませんので、ご注意下さい。 

イ) 事前に所属・氏名が、記入されておりますので確認後、お受け取り下さい。 

ウ) チームスタッフ・関係者の皆様も同様に、事前申込に沿って発行されます。 

大会時の発行は一切しませんので、ご注意下さい。 

エ) IDカードは、会場内では必ず携帯してください。なお、不携帯の場合は、ゾーンコ 

ントロール規制により通行出来ない場合がございます。(厳重にチェックを行います) 

オ) IDカード及び場内規制は、選手・監督・コーチの皆さんがレースに専念できるよう 

実施するものです。 

   ⑤ アームバンドの受け渡しについて 

2020/2021シーズンは新型コロナウイルス感染症対策として、本連盟主催の競技会 

について、アームバンド（代用品）を参加選手に無償提供します。 

シーズンを通して個人がアームバンドを保管し、大会出場ごとに使用していただきます。 

ア） 本競技会での受け渡しについては、受付にてIDカードとともにお渡しますので、 

お受け取りください。（各自に白・赤それぞれ1色ずつ、計2枚） 

イ） 本競技会のカルテットスタート採用種目のアームバンド(黄・青)については、 

競技役員（招集係）よりスタート前に受け取り、着用してください。 

ウ） アームバンドは、今シーズン中開催される競技会で使用しますので自己管理の下、 

大切に保管してください。 

⑥ チーム用車輌の駐車許可証について。 

ア) 今大会の駐車許可証は事前申請により発行されます。 

大会時の発行は一切しませんので、ご注意下さい。 

イ) 事前に申請いただいたチーム名が記載されておりますのでご確認いただき、車フロントガ

ラスに掲示し、指定の場所Ｐ４(周辺会場図Ｐ4)へ駐車をお願いします。 

指定場所以外に駐車しないよう、また整然と駐車するよう徹底して下さい。なお、 

大会役員来賓駐車スペース･北側玄関ロータリーには絶対止めないで下さい。 

https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal_date&s=ss&y=2020&m=10&d=23
https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal_date&s=ss&y=2020&m=10&d=23
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ウ) 北側玄関での駐停車は、密にならないよう速やかに行って下さい。 

(4)出入口について 

大会中(10月２2日～25日)の大会関係者(報道関係者を除く)の出入り口は、北側正面玄 

関のみです。 

 

4．館の開閉時間及び公式練習時間・ウォームアップ時間について 

   10月22日(木)  開閉館時間       09:00～19:00 

                      公式練習       10:00～11:00(スタートトライアル10:15-10:45) 

                     整氷        11:00～11:15 

        公式練習      11:15～12:15(スタートトライアル11:30-12:00) 

              公式練習          14:00～15:00(スタートトライアル14:15-14:45) 

整氷              15:00～15:15 

公式練習     15:15～16:15(スタートトライアル15:30-16:00) 

 

尚、10/22(木)の公式練習は新型コロナウイルス感染対策として下記のとおり各チームを 

第1ブロック～第4ブロックに振り分けましたので、指定されたブロックで練習をしてくだ 

さい。 

また、マススタートのみ出場する選手は第4ブロックで練習してください。 

第1ブロック  

 

10:00～ 

11:00 

ナショナルチーム、ディベロップメントチーム、 

三重県スポーツ協会、NEXUS、鹿児島スピードクラブ、 

EH株式会社、ロジネットジャパン、 

おおさかスポーツ(帯) 、ジョイフィット、福井県スポーツ協会、 

恵那市体育連盟、サンエスコンサルタント、富士急行、日本大学、 

日本体育大学 

第2ブロック 

 

11:15～ 

12:15 

 

相澤病院、電算、信州大学、直富商事、栃木県スポーツ協会、ANAAS、 

大和ハウス工業、博慈会、ダイチ、KNT、日本電産サンキョー、 

信州上諏訪温泉浜の湯、北海道ちぬやファーム、専修大学、 

高鈴レジャーセンター、高崎健大、大東文化大学、法政大学、東洋大学、 

明治大学、早稲田大学、徳島県Sports C、八戸学院大学、 

山梨学院大学、長野美術専門学校 

第3ブロック 

14:00～ 

15:00 

高校生以下の出場選手 

(シニア種目に出場する場合も第3ブロックで練習してください。) 

第4ブロック 

15:15～ 

16:15 

オープン(どなたでも滑走できます) 

※マススタートのみ出場の選手 

 

10月23日(金)   開閉館時間    07:00～19:37 

              公式練習      08:00～08:40 

                      整氷        08:40～09:00 

                      公式練習      09:00～09:40 

                      ウォームアップ    11:04～11:44 (SD出場者のみ) 

                      公式練習     競技終了後 30分 
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10月24日(土)  開閉館時間     07:40～16:30 

              公式練習      08:40～09:25 

                      整氷        09:25～09:40 

                      公式練習      09:40～10:25 

                      ウォームアップ    11:55～12:40 (SD出場者のみ) 

                    ウォームアップ    14:38～14:48 (MSR出場者のみ) 

                      公式練習     競技終了後 30分 

 

10月25日(日)  開閉館時間    06:00～17:00 

            公式練習     07:00～07:45 

           整氷        07:45～08:00  

              公式練習     08:00～08;45 

                      ウォームアップ    11:48～12:18 (5000m.10000m出場者) 

 

 5. 注意事項について 

  (1) リンクでの滑走時以外については、必ずマスクの着用をお願いします。 

    尚、マスクの保管はチャック式の袋を提供しますのでご利用下さい。  

(2) 全面整氷時は一旦、リンクからあがって下さい。 

(3) 地下トレーニングルーム(北側地下1F)は、公式練習開始1時間j前より競技終了1時間内に 

限り使用出来ます。 

また、第3コーナースタンド裏に設置してあるトレーニング器具も使用出来ます。 

なお、破損につきましてはチーム負担となりますので注意下さい。 

また、使用に関しては、各自にて消毒等を実施し、新型コロナウイルス感染防止に努めて 

下さい。 

(4) ランニング等はリンク内側の西側、エムウェーブ周辺(屋外)、エムウェーブの南北2Fの外

部コンコースで可能ですが、リンクサイドや館内でのランニングは一切禁止です。 

    また、ソーシャルディスタンスを保って実施して下さい。 

(5) エルゴメーター等を持参したチームは、選手更衣室への運び込みは禁止しますので、更衣

室奥のリンク側出入口外、第4コーナー裏エリア(会場図1F ㉒)に設置し、使用して下さ

い。 

(6) レース中のウォームアップレーンの使用は、当該距離のスケーターのみとします。 

混雑回避・安全確保の為ご協力下さい。又、集団滑走もご遠慮下さい。 

(7) トラック内側の防護マットについて 

トラック内側の防護マットは、本競技会に関して期間中ストレートにのみ設置してありま

す(氷上への出入り口を除く)。カーブ部分には設置されませんのでご注意ください。 

また、トラック内側の防護マットには、物を置いたり、腰をかけないようお願いします。 

(8) 監督・コーチのコーチングゾーンへの出入りは、南側リンク外周の(バックストレート)に

リンクへの入り口を作ります。 

なお、待機用にベンチは、用意しますが、担当するレース終了後はただちに密を避けるた

め退場してください。 

レースの観戦・待機は、2F北側観客内のチーム席(会場図2F ⑤)をご利用ください。  

着席の際は、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。 

(9)マススタートレースの召集について 

マススタートレースのウォーミングアップ開始20分前から、トラック内側(地下通路出入口 

横)において実施します。 

※ 必要な安全用具を着用したうえで、ウォームアップを実施してください。 

① スケートブレードのチェックと安全用具の確認。 

② ヘルメットカバーの受領。 (競技後要返却) 
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③ トランスポンダーの受領。 (競技後返却) 

 (10) 大会中のケガは、程度により救急車で病院に搬送しますが、救急隊の通常業務の範囲以

内の処置とします。 

(11) ゴミの片付けについて 

今大会は、新型コロナウイルス感染予防の為、ゴミは各自持ち帰えるようご協力下さ

い。 

 

6．選手更衣室について 

(1) 更衣室の使用は、新型コロナウイルス感染症対策の3密を避けるため、着替えのみの使用 

とし、待機やアップ等の使用は厳禁です。 

    なお、着衣終了後は、ただちに退出し、待機・観戦については、2F北側観客内のチーム 

席(会場図2F ⑤)をご利用ください。 

着席の際は、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。  

(2) 更衣室は換気の為、扉や窓は全て開放しますのでご了承下さい。 

(3) 更衣室への入退室の際は、必ず手指消毒を更衣室前エントランスにて実施して下さい。 

(4) 選手更衣室は、下表のように割振りますので、指定の更衣室を譲り合ってご使用下さい。 

又、館内の器物の破損は実費弁償になりますので大切にご使用下さい。 

更衣室 性別 割    当    チ  ―  ム   

１ ― 使用不可 

2 女子 
ディベロップメント、ｻﾝｴｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、高鈴レジャーセンター、ＫＮＴ、 
富士急行、福井県スポーツ協会、三重県スポーツ協会 

３ 女子 
ダイチスケート部、山梨学院大学、日本体育大学、 
長野美術専門学校、信州上諏訪温泉浜の湯 

4 女子 
八戸学院大学、(株)電算、信州大学、相澤病院、直富商事、 
栃木県スポーツ協会 

5 女子 
駒大附属苫小牧高校、帯広農業高校、池田高校、白樺学園高校、 
盛岡工業高校、山形中央高 

6 女子 
秀明英光高校、大宮SSC、東海大諏訪高校、伊那西高校、 
岡谷工業高校、岡谷東高校、岡谷南高校、諏訪二葉高校 

7 女子 ナショナルチーム 

8 女子 
日本電産サンキョー、小海高校、長野東高校、須坂創成高等学校、 
長野北部中学校、長峰中学校、原中学校、茅野北部中学校 

9 女子 高崎健大 

10 女子 大東文化大学 

11 ― 使用不可 

12 男子 
岡谷南高校、佐久長聖高校、市立長野高校、小海高校、 
諏訪実業高校、都市大学塩尻高校、南牧中学校 

13 男子 明治大学、早稲田大学 

14 男子 日本大学、大東文化大学、東洋大学 

15 男子 法政大学、日本体育大学、高崎健大 



 

 

 

6 

 

16 男子 
おおさかスポーツ(帯)、ジョイフィット、ロジネットジャパン、 
北海道ちぬやファーム、栃木県スポーツ協会、NEXUS、ＡＮＡＡＳ 

17 男子 
EH株式会社、大和ハウス工業、博慈会、(株)電算、信州大学、 
日本電産サンキョー、ダイチスケート部 

18 男子 
福井県スポーツ協会、三重県スポーツ協会、恵那市体育連盟、 

徳島県Sports C、鹿児島スピードクラブ 

19 男子 ディベロップメント、専修大学 

20 男子 池田高校、帯広農業高校、八戸西高校、山形中央高、嬬恋高校 

21 男子 ナショナルチーム 

22 男子 白樺学園高校 

 

7.セレモニーについて 

  オープニングセレモニー・ファン交流会・閉会式などは行いません。 

   また、競技会終了後に行われておりました派遣選手団の発表は、ホームページで発表します。 

 

8. 表彰について 

各距離競技の最終レース終了後に表彰を行いますので入賞選手は、表彰式場(会場図1F ㉜)に集 

合して下さい。  

(1) (公財)日本スケート連盟表彰 

各距離の1位～3位の入賞選手にメダル及び賞状を授与します。 

(2) フジテレビジョン杯表彰 

各距離の1位から3位の入賞選手にフジテレビジョン杯が贈呈されます。 

(3) 報償金の授与 

新記録(大会記録を除く)を樹立された最上位の選手に、株式会社エムウェーブより、報奨金 

が贈呈されます。 

※ 新型コロナウイルス感染予防の為、黒盆にメダル・賞状を用意しますので、ご自身で 

お盆上から取っていただく形となりますのでご協力下さい。 

表彰終了直後にリンク内で優勝者のインタビューが予定されておりますのでご協力をお願 

いします。 

 

9．取材について 

(１)有力選手の取材について 

  大会前日(1０月22日・木曜日)の個々の練習終了後に、取材を1階北側大会議110内(会場図 

1F ⑭)にて行う予定です。指名された選手はご協力ください 

(2)大会当日は、各距離レースの終了後に1階北側大会議室110内(会場図1F ⑭)にて取材  

を行う予定です。指名された選手はご協力ください。 

  (3)取材については、いずれもリモート等を使用し、最小限の人数にて実施します。 

 

10．情報提供について 

(1)スタートリストは、競技当日、競技役員控室の廊下に各チーム一部ずつ渡るようご用意します。 

(2)競技結果は、競技役員控室の廊下に掲示し、各チームには配布しませんので、ホームページ 

等でご覧ください。 

https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal_date&s=ss&y=2020 

&m=10&d=23 

https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal_date&s=ss&y=2020&m=10&d=23
https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal_date&s=ss&y=2020&m=10&d=23
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尚、掲示をご覧いただく際は、ソーシャルディスタンスの確保をお願いします。 

(3)大会実施本部からのインフォメーション等は、北側正面のホワイトボードと、更衣室入口に 

掲示しますのでご覧下さい。 

11. その他

(1)本競技会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング検査対象大会です。

(2)下記競技会への派遣選手の選考を行います。

ア ) 2020/2021 ISU ワールドカップスピードスケート競技会  第1戦から第４戦

イ )2020/2021 ISU ジュニアワールドカップスピードスケート競技会  第１戦

※本項の各大会については開催中止が決定しているが、本競技会の成績により

代替競技会への派遣選手、代替事業へ  の参加選手を選考基準に従って選考する。

(3)応援用横断幕の掲出について 

(① 応援用横断幕は、大会スポンサー保護のため、個人名のみの応援用横断幕が掲出可能で

す。所属企業名・大学名・高校名などの入った応援用横断幕の掲出は不可です。なお、出身

地名入りの横断幕の掲出は可能です。

(② 横断幕の掲出は、下記の日程に沿ってお願いします。

それ以前に掲出があった場合は、実施本部にて預かります。

掲出可能開始日時 : 10月23日(金) 09:00(観客入場開始時間)より、掲出終了日時 :

10月25日(日) 16:00 まで。

また、下記の場所については大会スポンサーのバナー保護の為、応援用横断幕の掲出は禁

止とさせていただきます。

・第2コーナースタンド壁面（1000m・1500mスタート背面となる場所）

・第4コーナースタンド壁面（500mスタート背面となる場所）

また、ホームストレートのメダリストパネルも隠さないようお願いします。









10/25  07:30～競技終了30分後






