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第89回全日本スピードスケート選手権大会 
 

 

202２年２月11日 

青森県スケート連盟 

チームインフォメーション 
 

１. 本大会は無観客（選手家族も不可）で実施します。 

２. 大会関係者（選手・チームスタッフ、大会運営関係者、報道関係

者）すべてに、下記による新型コロナ感染症感染予防対策を遵守す

ることを義務付けます。 
  （１）来場当日（毎日）の抗原検査による陰性証明。 

     （検査キットは主催者が配付する） 

  （２）来場当日（毎日）の検温：３７．５℃以下及び体調が良好であること。 

  （３）来場初日の来場前２週間の健康調査票の提出（アプリ利用の方も必須）に 

よる感染リスクの無いことの証明。 

３. 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） 

 ※監督・コーチのレース時のコーチングの際も必須です。 

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。 

 リンクサイドでの応援は一切禁止します。 

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。 

 

https://www.skatingjapan.or.jp/whatsnew/detail.php?id=64
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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） 

新型コロナウイルス感染症に係る相談体制について／八戸市 

(city.hachinohe.aomori.jp) 

抗原検査キット

の配布について 

2月２５日（金）の受付で、最終日までの分を配付します。 

 

４．参加受付と健康管理チェック及びＩＤの発行について 

※選手・チームスタッフとも代表者による一括受付はしませんのでご注意ください。 

（１）受付時間 

２月２５日(金)  13：00～17：00 

※公式練習に参加しない場合も、できるだけ、受付時間内に受付してください。 

   ２月２６日（土）・２７日（日） 7：00～ 

（２）来場初日の受付について 

   ①大会前2週間の健康調査票の提出により感染リスクのないことの確認 

   ②検温（37.5度未満であること）及び体調のチェック（聞き取り）により感染リスクの

ないことの確認 

   ③受付時の抗原検査の実施による陰性であることの確認 

   上記①～③で問題の無い方に、IDカードを発行し、シールを貼付します。 

ID カードの発行 
・今大会のチーム関係者のIDカードは，事前申請により発行されます。 

 別紙により、２月２２日（火）までに申請してください。 

（エントリーした選手には自動的に発行されます） 

・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。 

※大会当日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。 

（３）来場２日目以降の受付について 

  ①検温（37.5度未満であること）及び体調のチェック（聞き取り）により感染リスクのな

いことの確認 

  ②当日の抗原検査で陰性であることの確認 

   上記①～②で問題の無い方に、IDカードにシールを貼付します。 

 

https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hokenyoboka/kenko_iryo/2/2/14479.html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hokenyoboka/kenko_iryo/2/2/14479.html


3 

第89回全日本スピードスケート選手権大会 
 

 

５. 開館時間及び公式練習時間等について 

  ２月２５日（金） 開館 12：30～17：30   

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

         整氷（コースのみ）        

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

２月２6日（土） 開館  7：00～15：00 

    ウォームアップ 8：45～9：30 

    ※競技終了後の公式練習は無し 

２月２７日（日） 開館 7：00～15：00 

   ウォームアップ 8：45～9：30 

    ※競技終了後の公式練習は無し 

 

６．一般事項について 

（１）代表者会議及び組合せについて 

代表者会議 

[１F会場図②] 

日 時：令和４年２月２５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。 

・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（３）―（ア）～（ウ）による順位付けを基に行います。 

第１距離及び第２距離の抽選は、代表者会議後に棄権の有無を確認し，抽選を

行います。 

・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/102/index.html?i=1101121117 

※組合せ及び滑走順の決定後に棄権者が生じた場合 

ISU規則第245条1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 

  各自で用意してください。 

   

７．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。 

（２）全面整氷時は、一旦リンクからあがって下さい。 
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（３）競技中は、リンクサイドのスタート付近及びフィニッシュ付近の規制区域には立ち入らな

いでください。 

（４）チームスタッフは、緊急時以外は原則として中地には立ち入りできません。 

（５）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⑨）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。 

トレーニング室 ・大会中は「使用不可」とします。 

 

（７）氷上等について 

選  手 

 

①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。 

②レース中のスケート脱着場所は中地ホームストレート側(会場図１F⑫) 

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。 

チーム 

スタッフ 

 

 

 

①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１F⑩)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。 

②レース中の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。 

③②を除き、緊急時以外の中地への立ち入りはできません。 

 

（８）控室について 

・２Fの観客席(会場図2F⑬)及びホワイエをチーム席（控室代用）とします。 

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。 
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（９）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。 

（10）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。 

（11）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。 

 

8．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、２Fスタンド (会場図 ⑬)及びホワイエをご利用くださ

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。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          

女 子          

小会議室１ 八戸学院大学、栃木県スポーツ協会、群馬トヨペット  

小会議室２ 大東文化大学        

小会議室３ 富士急行、信州大学、信州上諏訪温泉浜の湯    

小会議室４ 福井県スポーツ協会、三重県スポーツ協会、鹿児島スピードクラブ 

小会議室５ JSFｴﾘｰﾄｱｶﾃﾞﾐｰ、小海高校、東海大諏訪高校     

 

男 子          

小会議室６ 栃木県スポーツ協会、明治大学     

小会議室７ 高崎健大        

小会議室８ 専修大学        

小会議室９ 東洋大学、フィットラボ、日本電産サンキョー    

小会議室10 白樺学園高校、小海高校、長野工業高校    
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9. 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１Ｆ⑪）にて行います。 

① 女子・男子とも総合選手権者にトロフィー、メダルを、 

2位及び3位の者にメダル授与します。 

競技日程に従って行いますので、対象者は速やかにご参集ください。 

（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階ロビー（１F会場図⑥）に準備します。受領に来てください。 

 

10．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階ロビーに掲示します。 

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階ロビー（１F会場図⑥）に掲示しま

すのでご覧下さい。 

 

11．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（2/23まで）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 ２月２６日（土）・２７日（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。 
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