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2019年12月25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. 一般事項について 

(1) 代表者会議及び抽選について 

 12月25日(水) 17:00より北側大会議室(会場図1F⑩)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。 

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分後から行い、スタートリストは、スケジュ―ルとともに、 

（公財）日本スケート連盟 ホームページに掲載します。 

また、チームラウンジ(会場図1F⑫)に配布し、廊下にも貼りだします。 

 (2) 受付について 

① 出場選手及び各チーム監督・コーチは受付をして下さい。 

12月25日(水) 9:０0 ～12:30/13:00～18:30  北側正面エントランスで行います。 

出場選手用のプログラム・ピンバッジをお受取ください。 

※プログラム・ピンバッジは、監督・コーチには、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 ID カードについて  

ア) 出場選手にIDカードを発行しますので受付でお受取ください。 

イ) 監督・コーチ（エントリー表に明示された方）の皆様も、IDカードを発行しますので 

受付でお受取ください。 

ウ) チーム関係者の入館については、必ず本人がIDカードの交付申請をし、IDカードの 

交付を受けてください。 

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できませんので必ず携帯して下さい。(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 

施するものですのでご理解いただき、気持ちよくレースが出来るようご協力ください。 

③チーム用車両の駐車許可証は受付で申請し、受取って下さい。 

駐車許可証は所属チーム名を明記の上、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。 

(3)出入口について 

大会中(12月２5日～29日)の大会関係者(報道関係者を除く)の出入り口は、北正面入り口 

のみです。 
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２．開閉館時間及び公式練習時間・ウォームアップ時間について 

   12月25日(水)   開閉館時間      09:00～18:30(予定) 

                      公式練習       10:00～11:00 (中・長距離) 

(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 (中・長距離) 

(スタートトライアル11:30-12:00) 

                            

公式練習      14:00～15:00 (短距離)  

(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 (短距離)  

(スタートトライアル15:30-16:00) 

 

12月26日(木)   開閉館時間      08:10～18:50(予定) 

              公式練習       09:10～09:50 

                      整 氷       09:50～10:05 

                      公式練習       10:05～10:45 

整 氷            10:45～11:00 

                      ウォームアップ     11:00～11:40 (1日目出場者のみ) 

公式練習           競技終了後 30分 

 

   12月27日(金)  開閉館時間     07:40～18:30(予定) 

           公式練習      08:40～09:20 

           整 氷       09:20～09:35 

                      公式練習      09:35～10;15 

整 氷             10:15～10:30   

                      ウォームアップ     10:30～11:10 (2日目出場者のみ) 

 公式練習           競技終了後 30分 

 

      12月28日(土)  開閉館時間     07:10～16:20(予定) 

           公式練習      08:10～08:50 

           整 氷       08:50～09:05 

                      公式練習      09:05～09;45 

整 氷             09:45～10:00 

                      ウォームアップ    10:00～10:40 (3日目出場者のみ) 

公式練習           競技終了後 30分 

 

12月29日(日)  開閉館時間     08:40～20:00(予定) 

           公式練習      09:40～10:20 

           整 氷       10:20～10:35 

                      公式練習      10:35～11:15 

整 氷             11:15～11:30 

                      ウォームアップ     11:30～12:10 (4日目出場者のみ) 

 

３．注意事項について    

(１) 全面整氷時は一旦、リンクからあがって下さい。 

(２) 地下トレーニングルーム(北側地下1F)は、開館時間内に限り使用出来ます。 

又、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。 
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(３) 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厳禁です。 

(４) 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とします。 

設置希望の場合は、更衣室出入口南側エリア(会場図1F⑬)にお願いします。 

(５) 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。 

(６) トラック内側の防護マットは、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、腰かけないようお願いします。 

(７) 監督・コーチのコーチエリアへの出入りは、リンク内への地下通路(会場図1F⑨)経由で 

お願いします。南側リンク外周からのアクセスは出来ません。 

対象競技終了後は、速やかにリンク内より退出いただくようお願いします。 

レースの観戦・待避は、2F北側のチーム席(会場図2F⑤)をご利用ください。  

(8) 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。 

(9) ゴミの片付けについて 

(公財)日本スケート連盟は、(公財)日本オリンピック委員会がすすめる「スポーツ環境保

全」運動に賛同しております。 

ゴ      ゴミは、各自持ち帰えるか、所定のゴミ箱に分別してお入れ下さい。 

更衣室のゴミは、通路に設置してあるゴミ箱に分別して捨て、室内にゴミを残さないこと。 

ペットボトルは、中身を空にし、ラベルを剥がし、キャップを別にして下さい。 

 
 

４．選手更衣室について 

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 大東文化大学、山梨学院大学 

３ 女子 高崎健大、八戸学院大学 

4 女子 信州大学、(株)電算、相澤病院、駒大附属苫小牧高校 

5 女子 
ナショナル強化（開西病院・日本ハウスH＆R・ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ・ 
大東文化大学・日本体育大学・日本電産サンキョー・ANA・ 
富士急行） 

6 女子 
ディベロップメント強化（ダイチスケート部・大東文化大学・ 
ＫＮＴ・高崎健大・高鈴レジャーセンター・ｻﾝｴｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ・ 
日本電産サンキョー ) 

7 女子 日本体育大学 

8 女子 
伊那西高校、岡谷東高校、岡谷南高校、長野東高校、長野日大高校、 
東海大諏訪高校、長野美術専門学校 

9 女子 山形中央高、帯広三条高校、盛岡工業高校 

10 女子 富士急行、ｲﾖﾃﾂｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ、福井県スポーツ協会 

11 男子 八戸西高校、山形中央高、岡谷南高校 

12 男子 大和ハウス工業、日本建物管財、博慈会、(株)電算、恵那市体育連盟 
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13 男子 
ナショナル強化（高堂建設・水戸開研・（株）メモリード・高崎健大・ 
ANA） 

14 男子 ナショナル強化（日本電産サンキョー） 

15 男子 ナショナル強化（ＡＮＡＡＳ・日本大学・福井県スポーツ協会） 

16 男子 
ディベロップメント強化（ジョイフィット・ロジネットジャパン・ 
安平スケート協会・北海道ちぬやファーム・abcdrug） 

17 男子 
ディベロップメント強化（栃木県体育協会・EH株式会社・ 
専修大学・早稲田大学・明治大学） 

18 男子 
ディベロップメント強化（日本電産サンキョー・ダイチスケート部・ 

福井県スポーツ協会） 

19 男子 日本大学、専修大学、法政大学 

20 男子 高崎健大、信州大学、大東文化大学 

21 男子 
栃木県体育協会、NEXUS、三重県体育協会、徳島体協SC、 

鹿児島スピードクラブ 

22 － 使用不可 

 

５.セレモニーについて 

 (1)オープニングセレモニーを12月26日(木)11:40よりリンク中地(会場図1F表彰エリア)で 

  行います。 

  (2)閉会式は12月29日(日)競技会終了後、北側大会議室(会場図1F⑩)にて18:40を予定して 

おります。 

(3)閉会式に引き続き、下記大会の派遣選手団の発表を行います。 

① 2020 ISU世界オールラウンドスピードスケート選手権大会 

   ② 2020 ISU世界スプリントスピードスケート選手権大会 

   ③ 2020 ISU世界スピードスケート距離別選手権大会 

④ 2019/2020 ISUワールドカップスピードスケート競技会 第5戦 

⑤ 2020 ISU四大陸スピードスケート選手権大会 

⑥ 2020 ISU世界ジュニアスピードスケート選手権大会 

⑦ 2019/2020 ISUジュニアワールドカップスピードスケート競技会 最終戦 

⑧ 2020 世界大学スピードスケート選手権大会 

 

６. 表彰について 

   ①オールラウンド選手権部門及びスプリント選手権部門の各距離の1位～3位の者にメダル及び 

   賞状を授与します。 

※各日の女子競技終了後と男子競技終了後に、その日、行われた各競技の表彰を行う予定です 

ので、入賞選手は表彰場所(会場図1F表彰)に集合して下さい。 

②オールラウンド選手権部門の二日目の男子 Sr10000m 終了後及びスプリント選手権部門の 

二日目の男子 Sr1000m 終了後にリンク内に於いて、女子・男子の総合選手権者の表彰を 

行います。オールラウンド選手権部門及びスプリント選手権部門の女子・男子とも総合選手 

権者オールラウド選手権部門及びスプリント選手権部門の女子・男子とも総合選手権者にフ 

ジテレビ杯・カップ(持ち回り)・メダル及び賞状を。2位及び3位の者にフジテレビ杯・メダ 

ル及び賞状を。4位から6位の者に賞状を授与します。 

③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。 

④各距離終了後、又は表彰終了後に、リンク内で上位入賞者のインタビューが予定されており 

ますので、対象選手はご協力をお願いします。 
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７．取材について 

(１)有力選手の囲み取材について 

  大会前日(12月2５日 水曜日)の個々の練習終了後に、囲み取材を1階北側正面エントランスの 

ミックスゾーン(会場図1F⑦)にて行う予定です。指名された選手はご協力ください。 

(２)1階北側正面エントランスのミックスゾーン(会場図1F⑦)は、報道関係者が選手に取材する場所 

ですので、リンクへの出入りには必ずここを通過して下さい。 

(3)大会当日は、各距離レースの終了後に1階北側正面エントランスのミックスゾーン(会場 

図1F⑦)にて囲み取材を行う予定です。指名された選手はご協力ください。 

 

８．情報提供について 

(1)スタートリストは、競技当日スケーターラウンジに、各チーム一部ずつ渡るようご用意します。 

(2)競技結果は、チームラウンジ廊下に掲示し、各チームには配布しません。 

競技結果は(公財)日本スケート連盟のホームページ、スピードスケート大会結果サイトをご覧く 

ださい。 

https://seikosportslink.com/seiko/ssl/sportslink?a=portal&s=ss 

(3)大会実施本部からのインフォメーション等は、北側正面エントランスのホワイトボード、及び 

チームラウンジに掲示しますのでご覧下さい。 

 

９. その他 

  (1)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、個人名のみの掲出が可能です。 

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禁止です。 

なお、出身地名入りの応援用横断幕の掲出は可能です。 

② 応援用横断幕の掲出は、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(会場図1F①)にてお預かりします。 

    掲出可能開始日時は12月26日(木)11:00より12月29日(日)全競技終了後まで。 

    また、下記の場所については、大会スポンサー保護のため、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） 

  (2)スピードスケートファン「観客」向けイベントについて 

  ① 競技間の整氷中に、観客向けにサインボールをプレゼンする予定です。 

    選手の皆さんには事前にボールにサインをしていただくのでご協力下さい。 

    また、整氷間に開催予定のプレゼントイベントへのご参加も大歓迎です。 

  ② 各距離の優勝者には、抽選会景品となるサイン色紙の記入をお願いすることがありますので 

    ご協力下さい。 

  ③ 全競技終了後に、「スピードスケートファン交流会」をリンク中地(会場図1Fファン交流会 

エリア)にて予定しています。 

各種目上位入賞者にご参加いただきますので、指名された選手はご協力下さい。 

     

 

 







※ 12月28日～29日のみ






