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JOCジュニアオリンピックカップ大会 
第44回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 

 

 

2021年1月５日 

青森県スケート連盟 

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 

（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。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，参加を取消，途中退場を求

めることがあります。 

〇以下の事項をよく読み、参加するようにお願いします。 

右記の事項に該当

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）。 

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。 

参照HPアドレス https://www.skatingjapan.or.jp/whatsnew/detail.php?id=64  

 

 

 

 

感染拡大防止対策 

①常時マスクを着用すること。（アップ・競技中は除く） 

②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。 

③他の参加者，主催者スタッフ等との距離を確保すること。 

④競技中に⼤きな声で応援をしないこと。 

⑤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。 

⑥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，主催者に対し速やかに濃厚接触者の有無等について報告すると。 

⑦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。 

 

電話相談窓口 

・「新型コロナウイルス感染症コールセンター」 

（０１２０－１２３－８０１、24時間365日） 

・八戸市保健所相談センター（０１７８－３８－０７２９） 
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２．参加受付と健康管理チェック及びＩＤの発行について 

 ◎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。 

（１）1月８日(金) ，公式練習に参加される選手・監督・コーチの「検温と健康チェック」を行

います。問題がなければＩＤを発行します。 

尚、代表者による一括受付はしませんのでご注意ください。 

〇参加受付、検温と健康チェック 

日  時 

 

令和3年1月8日（金）11：30～17：00 

     1月9日、10日、11日    6:00～競技終了 

場  所 

[会場図①] 

ＹＳアリーナ八戸 1階ラウンジ（正面玄関口） 

健康チェック 

確 認 事 項 

①検温（37.5度未満であること） 

②「JSFヘルスチェック」アプリで2週間の体調チェック 

 （「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12/25～1/7を提出して下さい。） 

ID カードの発行 ・今大会の全てのIDカードは関係者も含め，事前申請により発行されます。 

・IDカードに所属・氏名が記入されています。確認後、お受け取り下さい。 

※大会時の発行は一切しませんので，ご注意下さい。 

ID カードの携帯 

 

・IDカードは，会場内では必ず携帯してください。 

・ランニング等のために出入りする際も携帯してください。 

※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ません。 

IDを取得後   カードの発行を受けた方は，１階ラウンジの受付で検温をし，問題がなけ

ればシールをIDカードに貼り付けます。シールのある方が入場可能となり

ます。8日を除く9日~11日に実施します。(9日赤、10日青、11日緑) 

 

 

３．ＹＳアリーナ八戸の開館時間及び公式練習時間等について 

1月 8日（金） 

ABC区割り 

別紙参照 

公式練習 A 13:00～13:50（スタートトライアル13：20～13:40） 

公式練習 B 14:05～14:55（スタートトライアル14：25～14:45） 

公式練習 C 15:10～16:00（スタートトライアル15：30～15:50） 

ブレードチェック ABCの練習終了後、それぞれ15分間で行います。 

MSRに出場を予定している選手はチェックを受けてください。 
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※１月８日の公式練習の区割りは、下記の通りです。 

区割  学校名 

 

A 

（84名） 

女

子 

駒大苫小牧高校8・釧路江南高校2・釧路商業高校1・帯広南商業高校10・  

帯広農業高校5・池田高校4・白樺学園高6・標茶高校2・立命館慶祥高校1 

男

子 

釧路明輝高校3・池田高校7・白樺学園高校14・標茶高校2・武修館高校

(釧)1・駒大苫小牧高校3・帯広大谷高校1・帯広農業高校14 

 

 

B 

（92名） 

 

女

子 

安積高等学校1・郡山女子大学1・郡山商業高等学校1・高崎健大3・ 

根城中学校1・山形中央高4・山梨学院大学3・盛岡工業高校2・盛岡農業高校2 

帯広三条高校7・大宮SSC1・嬬恋高校5・嬬恋中学校1・東海大諏訪高校6 

八戸学院光星高校1・八戸学院大学2・八戸西高校3・東北高校1 

男

子 

高崎健大2・嬬恋高校13・嬬恋中学校1・八戸西高校2・山形中央高3・山梨学

院大学3・盛岡工業高校1・盛岡農業高校1・白山台中1・八学光星高校1・帯広

三条高10・専修大学3・日光明峰高校2・八戸学院大1・東北高校1・根城中1 

 

 

 

C 

（89名） 

 

女

子 

伊那西高校3・岡谷東高校1・岡谷南高校2・吉田高校1・恵那東中1・恵那農業

高校1・佐久長聖高校3・坂戸西高校1・三重県スポーツ協会1・市立長野高校1 

小海高校2・信州大学1・諏訪二葉高校1・須坂創成高等学校1・大東文化大学3 

長峰中学校1・長野東高校2・長野北部中学校1・日本体育大学1・北杜高校4 

川越SSC2 

 

男

子 

佐久長聖高校8・東洋大学3・法政大学1・明治大学1・岡谷工業高校1・ 

松本深志高校1・信州大学1・中津商業高校1・長野工業高校2・ 

都市大学塩尻高校1・富士北稜高校1・岡谷東高校2・岡谷南高校2・ 

下諏訪向陽高校1・市立長野高校8小海高校8・諏訪実業高校2・ 

諏訪西中学校1・須坂創成高等学校1・東海大諏訪高校1大東文化大学1・ 

日本体育大学3・日本大学3・北杜高校1 

 

 

1月 9日（土） 開館時間 6:00時 

ウォームアップ 7:00～7:40 7:55～8:30 

公式練習競技終了後30分 

1月  10日

（日） 

開館時間 6:00時 

ウォームアップ 7:00～7:40 7:55～8:30 

公式練習競技終了後30分 
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1月  11日

（月） 

開館時間 6:00時 

ウォームアップ 7:00～7:40 7:55～8:30 

公式練習競技終了後30分 

 

４．一般事項について 

（１）代表者会議及び組合せについて 

代表者会議受付 

[１F会場図①] 

令和3年1月8日（金）11:30～17:00 

検温と健康チェック及びID受付の終了後に行ってください。 

代表者会議 

[１F会場図②] 

日 時：令和3年1月8日（金）17:00～  

場 所：ＹＳアリーナ八戸 1階 多目的室 

・代表者会議はこの会のみです。各チームの代表者は必ず出席してください。 

・MSR,TSR,TPRの参加申し込みを受け付けます。 

・棄権届を受け付けます。あらかじめ，棄権の意思がある場合は，速やかに提

出をお願いします。提出場所コンピューター室［会場図１F⑤］  

 

 

 

抽選について 

・大会要項７（５）―（ア）による順位付けをもとに代表者会議後に棄権の有

無を確認し，抽選を行います。抽選場所コンピューター室［会場図１F⑤］、

複数PC設置室にて手狭です。入場者は希望者とさせていただきます。 

・スタートリストは、ＳＥＩＫＯスポーツリンクでご確認ください。 

https://seikosportslink.com/skss/101/006/index.html?i=1101120132 

※各距離競技開始１時間前までに棄権者があった場合は，ＩＳＵ規則第245条

1項・３項・４項に従って新たな組合せ及び滑走順を決定します。 

 

（２）アームバンドについて 

  ①MSRを除く各距離については、各自で用意してください。 

  ②MSRでは使用しません。 

  ③団体競技については両腕に着用します。大会事務局で貸与します。 

④JSF提供のアームバンドをこれまでに配付を受けていない選手には、IDと一緒

に配付します。 

 

５．施設の利用について 

（１）リンクでの滑走時以外は、必ずマスクの着用をお願いします。 
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（２）競技開始前の全面整氷時は、一旦リンクからあがって下さい。 

（３）「トレーニング室」は、更衣室として使用します。（トレーニング不可） 

（４）陸上アップについて 

固定自転車 ・ホームストレート南側の壁際（会場図⑩）は常時使用出来ます。 

使用前後の手指消毒をお願いします。 

ランニング等 ・リンク中地の人工芝部分、リンクサイド（第２カーブからホームストレート

中央付近）可能 

・リンク周辺(屋外)可能ですが 

※２階でのランニング等は一切禁止です。 

持参エルゴ等 

 

・リンクサイド第２カーブ出口付近からホームストレート中央付近の壁際の空

いている場所に設置し使用して下さい。 

（５）氷上等について 

選  手 

 

・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。 

・スケート脱着場所は中地ホームストレート側とする。 

※トラック内側の防護マットには、物を置いたり、腰をかけたりしないこと。 

監督・コーチ 

 

 

 

・コーチングゾーンへの出入りは、バックストレートの一か所(会場図１F⑫)

のみ。第２カーブの外側のリンクサイドを通って移動してください。 

・待機用のベンチは中地に設置します。関係のレース終了後は、速やかに退場

してください。 

（６）控室等について 

・２F第２カーブの観客席をチーム席（控室代用）とします。(会場図2F ⑭) 

出場選手及び各チーム監督・コーチの休憩、応援は、チーム席で行ってください。 

チーム毎の割り当ては行いません。 

  ※一般観客との接触を避けるため、選手、監督・コーチの、２Fのホワイエ及び一般観客室

への出入りを禁止します。 

（７）車輌の駐車について 

・今大会の駐車許可証は発行しません。 

・普通車はマイクロバス用のスペース6台分には止めないでください。 

・車椅子専用，放送車両専用スペース，リンク外周の通路には絶対止めないで下さい。 

・運動公園ゲートは，5：30開門，21：00閉門です。 

※夜間に車両を留め置きする場合はYSアリーナ八戸１階事務所に申し出，駐車許可証を発行して

もらい，車のダッシュボードに掲示してください。 
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（８）ゴミの片づけについて 

①新型コロナウイルス感染予防の為、ゴミの片づけは適切にお願いします。 

②ゴミ箱を利用する場合は、表示に従い、必ず分別してください。 

③更衣室などにゴミを放置することは、厳禁です。 

（９）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。 

 

６．選手更衣室について 

（１）更衣室の使用は、着替えのみの使用とし、10分以内に退出にお願いします。 

退出後の待機・観戦については、第２カーブ外側２Fスタンドのチーム席(会場図 ⑭)をご

利用ください。（更衣室に荷物等の放置はしないでください） 

（２）更衣室への入退室の際は、必ず手指消毒を実施して下さい。 

（３）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。 

選手更衣室割り当て  

更衣室 性別 割り当てチーム 

小会議室 １ 女子 16 帯広三条高７・白樺学園高６・釧路商高１・釧路江南高２ 

小会議室 ２ 女子 15 駒大付属苫小牧高８・池田高４・立命館慶祥１・標茶高２ 

小会議室 ３ 女子 15 帯広南商高10・帯広農業５ 

小会議室 ４ 女子 16 
光星１・八西３・根城１・八学２・盛農２・盛工2・山形中央４ 

東北高校1 

小会議室 ５ 女子 17 
郡山商2・安積１・郡山女大１・嬬恋高５・嬬恋中１・高崎健大3 

大宮ＳＳＣ１・坂戸西１・川越SSC2 

小会議室 ６ 女子 14 大東文化３・日体大１・吉田高１・山梨学院３・北杜高４・小海2 

小会議室 ７ 女子 12 岡谷東１・諏訪二葉１・岡谷南２・東海大諏訪６・信大１・長峰中１ 

小会議室 ８ 女子 14 
佐久長聖３・長野東２・長野北部中１・伊那西３・市立長野１ 

須坂創成１・三重スポ協１・恵那農１・恵那東中１ 

小会議室 9 男子 14 
光星１・八西２・白山大中１・八学１・盛農１・盛工１ 

山形中央３・日光明峰２・根城中1・東北高校1 

小会議室 10 男子 18 嬬恋高13・嬬恋中１・岡谷東２・岡谷南２ 

選手ラウンジ 男子 38 

北杜１・富士北稜1・小海8・東海大諏訪1・岡谷工1・松本深志1 

諏訪西中１・佐久長聖８・下諏訪向陽１・市大塩尻１・長野工2・ 

諏訪実業２・市立長野８・須坂創成１・中津商１ 
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トレーニング室 男子 55 北海道高校選手 

ＮＴＣ室 男子 21 
高崎健大２・大東文化１・法政１・専修３・東洋３・日大３ 

明治大１・日体大３・山梨学院大１・信州大１ 

 

７. セレモニー・表彰について 

（１）開閉会式は行いません。開会宣言のみ行います。 

（２）表彰式について。 

 中地（会場図１Ｆ⑬）にて行います。 

 ①総合得点競技の総合選手権者にカップ（持ち回り）及びメダルを、２位及び３位の者 

にメダルを授与する。 

 ②距離別競技の１位から３位までの者にメダルを授与する。 

 ③団体競技にあっては、１位から３位までにメダルを授与する。 

 ④男女各最優秀選手1名にJOC杯を授与する。 

（３）各距離３位以内、総合6位以内に入賞した選手には、賞状を授与します。 

１階ラウンジ（１F会場図⑥）に準備します。受領に来てください。 

 

８．情報提供について 

（１）スタートリスト、リザルトは、競技当日、１階ラウンジに掲示します。 

各チームへの配付は行いませんので、ＳＥＩＫＯスポーツリンクにてご確認ください。 

（２）大会実施本部からのインフォメーション等は、1階ラウンジ（１F会場図⑥）に掲示し

ますのでご覧下さい。 

 

９．その他 

（１）参加料領収書については選手個人宛の領収書を、IDと一緒に配付します。 

   チーム宛ての領収書が必要な場合は、事前にお申し出ください。 

（２）バッジテスト記録証明について 

   申請は、１階ラウンジ[会場図１F⑥]で行います。 

記録証明料300円を添えて提出してください。 

（３）選手応援用横断幕の掲出について 

応援用横断幕は、個人名のみが掲出可能です。所属企業、大学名、高校名、中学校名な

どの入った応援用横断幕は掲出不可ですのでご注意ください。 

また、選手応援用横断幕は所定のスペースのみ許可致します。「２F観覧席」 

掲出可能日時 1月9日、10日、11日 7時から当日の競技終了後迄 

掲出違反が認められた場合は撤去後、実施本部にて預かります。



【会場図 説明】

① 受付（検温、ヘルスチェック）

② 多目的室代表者会議会場

競技役員控室

③ 大会議室 報道ワーキングルーム

④ 中会議室１ 大会実施本部

⑤ コンピュータ室 記録室

⑥ ラウンジ

＊速報・インフォーメーション掲示

＊チーム用スタートリスト配付

＊賞状配付

＊ＭＩＸゾーン

⑩ 固定自転車設置場所

⑪ メディカルエリア （ドクター待機場所）

⑫ 監督・コーチ氷上出入口（移動は第２カーブ側リンクサイドを通ってください）

⑬ 表 彰 （距離別１～3位メダル、総合優勝カップ、ＪＯＣカップ授与）

⑭ チーム席（選手、監督・コーチ） 休憩、応援に使用してください。

※移動は、第２カーブ出口付近の階段を利用してください。

⑮ 記者席

報道撮影エリア ⑯ 表彰式のみ報道撮影エリア

※割り当ては別途お知らせします。

⑦ 女子 小会議室 １～８

⑧ 男子 小会議室 ９～１０及び選手ラウンジ

⑨ 男子 NTC室、トレーニング室

※更衣室は、着替えが終わったら、速やかに退出してください。 ⑯

【会場使用上の注意事項】
① 選手、監督・コーチは、２階（チーム席を除く）には立ち入りできません。

※会場内での一般客（選手の家族も含む）との交流はできません。

② 競技中の、スケートの脱着（選手）は、ホームストレート側のみとします。

③ 競技中の会場内での陸上アップについて

ア）リンクサイドの第２カーブ～ホームストレート中央付近のみ可能です。

（競技運営の支障にならないように）

イ）中地の人工芝の部分（競技運営の支障にならないように）

ウ）持ち込みの自転車ローラーは、第２カーブ出口から⑩の間の

空いているリンクサイド壁側のみ設置可能です。

④ リンクサイドでの、立ち止まっての応援は禁止します。

選手更衣室






