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１． 第１回 スピードバッチテスト 

 

 ①期日      令和２年１２月５日（土）  

 ②選手受付      ８：００～８：３０             

 ③公式練習      ８：３０～９：３０             

 ④審判集合時刻    ９：００                       

 ⑤競技開始時刻   １０：００                     

 ⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

 ⑦主催      群馬県スケート連盟  

 ⑧種目      男子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ  

          女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ  

          ※男女共に、一人２種目以内。 

 ⑨参加資格    県スケート連盟登録者及び原則日本スケート連盟登録者  

 ⑩申し込み方法  ・参加料  一般 ３０００円  高校生以下 ２０００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること  

          ・申し込み方法 申込書（群馬県スケート連盟Webよりダウンロード）を 

                                  下記申し込み先に期日までにEメールで申し込むこと。 

                    ・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

           ・申し込み先  群馬県スケート連盟事務局   

                              mail：gsf@outlook.jp  

            ・申し込み締め切り  令和２年１１月２８日（土）17:00必着 

 ⑪その他     ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用の

ほか、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で

本項に承諾したものとみなします。 

 



２． 第２８回 世界スプリント記念大会  

  

①期日      令和２年１２月５日（土） 

②選手受付    １４：００～１４：３０ 

③公式練習    １４：３０～１５：３０ 

④審判集合時刻  １５：００ 

⑤競技開始時刻  １６：００ 

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑦主催      群馬県スケート連盟  

⑧種目      男子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ ５０００ｍ 

女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

⑨表彰      各種目 ３位 まで表彰する  

⑩競技方法    日本スケート連盟スピードスケート競技規則による種目別競技会 

とする。 トラックは４００ｍ標準ダブルトラックとする。  

⑪組合せ     組合せ抽選は事務局が責任もって行う。  

⑫参加資格   ・日本スケート連盟及び群馬県スケート連盟登録者で、バッチテストＣ級 

         以上の選手。  

・本連盟以外の所属者にあっては、日本スケート連盟登録者及びバッチテス

          トＣ級以上で、当該連盟から参加許可を得た選手。  

（ショートトラックのＣ級も含む）  

⑬申し込み方法 ・参加料  一   般 ５０００円  高 校 生 ３０００円  

中学生以下 ２０００円  県外参加者 １００００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること 

※本連盟以外の所属者にあっては、当該連盟の参加許可書を申込期限ま

でに群馬県スケート連盟事務局〔mail：gsf@outlook.jp〕宛てPDFファ

イルで送付し、押印のある原本は当日持参すること。  

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

          ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込

方法」を参照してください。  

・申し込み締め切り  令和２年１１月２８日（土）17:00必着 

・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

⑭その他    ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ

か各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本項

に承諾したものとみなします。 
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３． 第２回 スピードバッチテスト 

  

① 期日      令和２年１２月１３日（日）  

②選手受付     ８：００～８：３０  

③公式練習     ８：３０～９：３０  

④審判集合時刻   ９：００  

⑤競技開始時刻  １０：００  

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑦主催      群馬県スケート連盟  

⑧種目      男子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ ５０００ｍ 

女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

※男女共に、一人２種目以内。  

⑨参加資格    県スケート連盟登録者及び原則日本スケート連盟登録者  

⑩申し込み方法  ・参加料  一般 ３０００円  高校生以下 ２０００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること  

          ・申し込み方法 申込書（群馬県スケート連盟Webよりダウンロード）を 

                                   下記申し込み先に期日までにEメールで申し込むこと。 

                    ・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

           ・申し込み先  群馬県スケート連盟事務局   

                              mail：gsf@outlook.jp  

            ・申し込み締め切り  令和２年１２月５日（土）17:00必着 

⑪その他      ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用の 

ほか、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点

で本項に承諾したものとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． 第４０回 群馬県選抜スピードスケート競技会兼国体予選  

①期日      令和２年１２月１３日（日）  

②選手受付    １４：００～１４：３０ 

③公式練習    １４：３０～１５：３０ 

④審判集合時刻  １５：００ 

⑤競技開始時刻  １６：００ 

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑦主催      群馬県スケート連盟  

⑧種目      男子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ ５０００ｍ 

１００００ｍ（高校生以上） 

女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

（男女ともに１人２種目以内） 

⑨表彰      各種目 ３位 まで表彰する  

⑩競技方法     日本スケート連盟スピードスケート競技規則による種目別競技会とする。

トラックは４００ｍ標準ダブルトラックとする。  

⑪組合せ     組合せ抽選は事務局が責任もって行う。  

⑫参加資格   ・日本スケート連盟及び群馬県スケート連盟登録者で、バッチテストＣ級以

上の選手。 

・本連盟以外の所属者にあっては、日本スケート連盟登録者及びバッチテス

トＣ級以上で、当該連盟から参加許可を得た選手。  

（ショートトラックのC級も含む）  

⑬申し込み方法 ・参加料  一   般 ５０００円  高 校 生 ３０００円  

中学生以下 ２０００円  県外参加者 １００００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること  

※本連盟以外の所属者にあっては、当該連盟の参加許可書を申込期限ま

でに群馬県スケート連盟事務局〔mail：gsf@outlook.jp〕宛てPDFファ

イルで送付し、押印のある原本は当日持参すること。  

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

          ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込

方法」を参照してください。  

・申し込み締め切り  令和２年１２月５日（土）17:00必着 

⑭その他     ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用の 

ほか、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で

本項に承諾したものとみなします。 
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５． 第４０回 群馬県ｽﾌﾟﾘﾝﾄｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会 
①期日      令和２年１２月１９日（土）～２０日（日）  

②競技日程 

 １２月１９日（土） １２月２０日（日） 

選手受付 １４：００～１４：３０  

公式練習 １４：３０～１５：３０ ８：３０～９：３０ 

審判集合時刻 １５：００ ９：００ 

競技開始時刻 １６：００ １０：００ 

③場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

④主催      群馬県スケート連盟  

⑤後援      群馬県教育委員会 渋川市 群馬県高体連 群馬県中体連  

⑥種目      第１日目 男子 ５００ｍ １０００ｍ 女子 ５００ｍ １０００ｍ 

         第２日目 男子 ５００ｍ １０００ｍ 女子 ５００ｍ １０００ｍ 

⑦競技方法    （財）日本スケート連盟スピードスケート規則による各距離２回総合競技と

する。但し、２日目の出場選手は１日目競技の２種目合計得点において、男

子上位１６名、女子上位１６名までとする。  

※出場選手数によってはこの限りではない。  

⑧参加資格    日ス連、県ス連登録競技者でバッチテストＣ級以上の者とする。  

高校生以下の選手については所属学校長の推薦のある者。  

⑨表彰       第１日目、第２日目の各種目３位、及び総合男子６位、総合女子３位までを

表彰する。 

⑩組合せ     第１日目の組合せ抽選は事務局が責任もって行う。  

⑪申し込み方法 ・参加料  一般 5000円  高校生 3000円  中学生以下 2000円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること 

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

         ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込方

法」を参照してください。  

・申し込み締め切り  令和２年１２月１２日（土）17:00必着 

⑫その他    ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほか 

各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本項に承

諾したものとみなします。 

  



６． 第５５回 群馬県ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ選手権大会  

 

①期日      令和２年１２月１９日（土）～２０日（日）  

②競技日程 

 １２月１９日（土） １２月２０日（日） 

選手受付 １４：００～１４：３０  

公式練習 １４：３０～１５：３０ ８：３０～９：３０ 

審判集合時刻 １５：００ ９：００ 

競技開始時刻 １６：００ １０：００ 

③場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

④主催      群馬県スケート連盟  

⑤後援      群馬県教育委員会 渋川市 群馬県高体連 群馬県中体連  

⑥種目           第１日目 男子 ５００ｍ ３０００ｍ 女子 ５００ｍ １５００ｍ 

第２日目 男子１５００ｍ ５０００ｍ 女子１０００ｍ ３０００ｍ 

⑦競技方法      （財）日本スケート連盟スピードスケート規則による総合競技とする。  

男子1500ｍの出場選手は500ｍ・3000mにおける上位20名までとする。 

         女子1000ｍの出場選手は500ｍ・1500mにおける上位12名までとする。  

男子5000ｍ、女子3000ｍの出場選手は、男子8名、女子8名とする。  

※出場選手数によってはこの限りではない。  

⑧参加資格     日ス連、県ス連登録競技者でバッチテストＣ級以上の者とする。  

なお、高校生以下については所属学校長の推薦のある者。  

⑨表彰       各種目3位、総合男子６位、総合女子３位までを表彰する。  

⑩組合せ      第１種目の組合せ抽選は事務局が責任もって行う。  

⑪申し込み方法 ・参加料 一般 5000円 高校生 3000円 中学生以下 2000円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること 

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

          ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込

方法」を参照してください。  

・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

・申し込み締め切り  令和２年１２月１２日（土）17:00必着 

⑫その他        ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ

か、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本

項に承諾したものとみなします。 

 

 

 



７． 第２回 伊香保リンク競技会  

 

①期日      令和２年１２月１９日（土）～２０日（日）  

②競技日程 

 １２月１９日（土） １２月２０日（日） 

選手受付 １４：００～１４：３０  

公式練習 １４：３０～１５：３０ ８：３０～９：３０ 

審判集合時刻 １５：００ ９：００ 

競技開始時刻 １６：００ １０：００ 

③場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

④主催      群馬県スケート連盟  

⑤後援      群馬県教育委員会 渋川市 群馬県高体連 群馬県中体連  

⑥種目           第１日目 男子 １０００ｍ ３０００ｍ 

 女子 １０００ｍ １５００ｍ 

第２日目 男子 ５００ｍ  １５００ｍ  ５０００ｍ 

 女子 ５００ｍ  ３０００ｍ 

          ※男女共に、一人２種目以内。 

⑦参加資格   ・日本スケート連盟登録者で、バッチテストＣ級以上の選手。（群馬県スケ

ート連盟登録者は出場できない）  

・本連盟以外の所属者にあっては、日本スケート連盟登録者及びバッチテス

トＣ級以上で、当該連盟から参加許可を得た選手。  

（ショートトラックのC級も含む）  

⑧申し込み方法 ・参加料  県外参加者 １００００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること  

※本連盟以外の所属者にあっては、当該連盟の参加許可書を申込期限までに

群馬県スケート連盟事務局〔mail：gsf@outlook.jp〕宛てPDFファイルで

送付し、押印のある原本は当日持参すること。  

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

          ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込

方法」を参照してください。  

・申し込み締め切り  令和２年１２月１２日（土）17:00必着 

⑨その他     ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用の 

ほか、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で

本項に承諾したものとみなします。 
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８． 第５５回 群馬県高等学校総合体育大会ｽｹｰﾄ大会 
     第５５回 群馬県中学校総合体育大会ｽｹｰﾄ大会  

 

 ①期日      令和２年１２月２７日（日） 

 ②競技日程 

③公式練習    １３：３０～１４：３０  

④審判集合時刻  １４：００  

⑤競技開始時刻  １５：００  

 ⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

 ⑦主催      群馬県高等学校体育連盟 群馬県中学校体育連盟 県教育委員会  

高等学校校長会 県中学校校長会 渋川市教育委員会  

 ⑧後援      群馬県市町村教育委員会連絡協議会 （公財）群馬県スポーツ協会  

          群馬県スケート連盟 伊香保スケートクラブ 上毛新聞社  

          群馬テレビ FM GUNMA 

 ⑨種目      別紙 高体連・中体連要項による。  

 ⑩参加資格    別紙 高体連・中体連要項による。  

 ⑪申し込み方法  別紙 高体連・中体連要項による。  

⑫申込先     別紙 高体連・中体連要項による。  

⑬その他         ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用の

ほか、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点

で本項に承諾したものとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



９． 第４１回 群馬県スポーツ少年団  

スピードスケート交流大会  

  

             別途スポーツ協会の要項による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０． 第１６回ﾏｽﾀｰｽﾞ･ｼﾞｭﾆｱｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技会 
  

①期日      令和３年１月１６日（土） 

②選手受付     ８：００～８：３０  

③公式練習     ８：３０～９：３０  

④審判集合時刻   ９：００ 

⑤競技開始時刻  １０：００  

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク 

⑦主催      群馬県スケート連盟 

⑧種目      小学生男子・女子 ５００ｍ １０００ｍ 

中学生男子・女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ  ３０００ｍ 

５０００ｍ（男子のみ） 

マスターズ男女  ３０歳代  ５００ｍ １０００ｍ 

４０歳代  ５００ｍ １０００ｍ 

５０歳代  ５００ｍ １０００ｍ 

６０歳以上 ５００ｍ １０００ｍ 

            ※男女共に、一人２種目以内。 

⑨表彰            各種目 ３位 まで表彰する。 

⑩参加資格        県スケート連盟登録者及び原則日本スケート連盟登録者  

⑪申し込み方法  ・参加料  一   般 ３０００円  高校生以下 ２０００円  

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること 

・申し込み方法 申込書（群馬県スケート連盟Webよりダウンロード）を 

下記申し込み先に期日までにEメールで申し込むこと。  

           ※マスターズ参加者は年齢も記載すること。 

・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

・申し込み先  群馬県スケート連盟事務局   

mail：gsf@outlook.jp  

・申し込み締め切り  令和３年１月９日（土）17:00必着 

⑫その他     ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用の 

ほか、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で

本項に承諾したものとみなします。 

 

 

  



１１． 第１回 GUNMA距離別競技会 
 

①期日      令和３年１月１６日（土）  

②選手受付    １４：００～１４：３０ 

③公式練習    １４：３０～１５：３０  

④審判集合時刻  １５：００ 

⑤競技開始時刻  １６：００  

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑦主催      群馬県スケート連盟  

⑧種目      男子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ ５０００ｍ 

女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

（男女ともに１人２種目以内） 

⑨表彰      各種目 ３位 まで表彰する  

⑩競技方法     日本スケート連盟スピードスケート競技規則による種目別競技会とする。

トラックは４００ｍ標準ダブルトラックとする。  

⑪組合せ     組合せ抽選は事務局が責任もって行う。  

⑫参加資格   ・日本スケート連盟及び群馬県スケート連盟登録者で、バッチテストＣ級 

以上の選手。 

・本連盟以外の所属者にあっては、日本スケート連盟登録者及びバッチテ 

ストＣ級以上で、当該連盟から参加許可を得た選手。  

（ショートトラックのＣ級も含む）  

⑬申し込み方法  ・参加料  一   般 ５０００円  高 校 生 ３０００円  

中学生以下 ２０００円  県外参加者 １００００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること  

※本連盟以外の所属者にあっては、当該連盟の参加許可書を申込期限までに

群馬県スケート連盟事務局〔mail：gsf@outlook.jp〕宛てPDFファイルで

送付し、押印のある原本は当日持参すること。  

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

          ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込

方法」を参照してください。  

・申し込み締め切り  令和３年１月９日（土）17:00必着 

⑭その他        ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ 

か、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本

項に承諾したものとみなします。 

 
 

mailto:gsf@outlook.jp


１２．第４３回 群馬県中学校新人スピードスケート大会  

 

①期日      令和３年２月６日（土）  

 ②受付      １４：００  

 ③公式練習    １４：３０～１５：３０  

 ④審判集合時刻  １５：００  

 ⑤競技開始時刻  １６：００  

 ⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

 ⑦主催      群馬県高等学校体育連盟 群馬県中学校体育連盟 群馬県教育委員会 

          群馬県高等学校校長会 群馬県中学校校長会 渋川市教育委員会 

 ⑧後援       群馬県市町村教育委員会連絡協議会 （公財）群馬県スポーツ協会  

群馬県スケート連盟 伊香保スケートクラブ 上毛新聞社  

                      群馬テレビ FM GUNMA  

 ⑨種目      別紙 中体連要項による。  

 ⑩参加資格    別紙 中体連要項による。  

 ⑪申し込み方法  別紙 中体連要項による。  

⑫申込先     別紙 中体連要項による。  

⑬その他    ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ 

か、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本

項に承諾したものとみなします。 

  



１３． 第３２回 群馬県スピードスケート種目別競技会  

 

①期日      令和３年２月６日（土）  

②選手受付    １４：００～１４：３０ 

③公式練習    １４：３０～１５：３０  

④審判集合時刻  １５：００ 

⑤競技開始時刻  １６：００  

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑦主催      群馬県スケート連盟  

⑧種目      男子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ ５０００ｍ 

女子 ５００ｍ １０００ｍ １５００ｍ ３０００ｍ 

（男女ともに１人２種目以内） 

⑨表彰      各種目 ３位 まで表彰する  

⑩競技方法     日本スケート連盟スピードスケート競技規則による種目別競技会とする。

トラックは４００ｍ標準ダブルトラックとする。  

⑪組合せ     組合せ抽選は事務局が責任もって行う。  

⑫参加資格   ・日本スケート連盟及び群馬県スケート連盟登録者で、バッチテストＣ級 

以上の選手。 

・本連盟以外の所属者にあっては、日本スケート連盟登録者及びバッチテ 

ストＣ級以上で、当該連盟から参加許可を得た選手。  

（ショートトラックのＣ級も含む）  

⑬申し込み方法  ・参加料  一   般 ５０００円  高 校 生 ３０００円  

中学生以下 ２０００円  県外参加者 １００００円 

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること  

※本連盟以外の所属者にあっては、当該連盟の参加許可書を申込期限までに

群馬県スケート連盟事務局〔mail：gsf@outlook.jp〕宛てPDFファイルで

送付し、押印のある原本は当日持参すること。  

・申し込み先  「日本スケート連盟競技会参加申込サイト」より申込。 

JSF MY PAGE → 日本スケート連盟の登録番号・パスワードを入力 

→ ログイン → 競技会参加申込 

          ※詳細は、群馬県スケート連盟ＨＰ掲載の「県連Wトラック競技会申込

方法」を参照してください。  

・申し込み締め切り  令和３年１月１６日（土）17:00必着 

⑭その他       ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ 

か、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本

項に承諾したものとみなします。 
 

mailto:gsf@outlook.jp


 
１４.  第４４回 群馬県小学生総合体育大会  

      第５１回 群馬県小学生スピードスケート大会  

 

①期日      令和３年２月１１日（木）  

②選手受付     １４：００～１４：３０ 

③公式練習    １４：３０～１５：３０ 

④開会式     １５：３０ 

⑤審判集合時刻  １５：００         

⑥競技開始時刻  １６：００ 

⑦場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑧主催       （公財）群馬県スポーツ協会 上毛新聞社 渋川市 群馬県スケート連盟 

⑨後援      群馬県 群馬県教育委員会 群馬県小学校体育研究会  

⑩目的      冬季スポーツの中でスピードスケートは児童達に手軽なスポーツとして最も

愛されている。スケートを滑ることにより、健康を維持し健全なる精神力を

養うとともに、将来本県のまたは日本のスケート選手として育ってくれるこ

とを期待し、希望を持った優秀選手の育成を兼ねるとともに、スケートを通

じ県下小学生の体育の振興を図ることを目的とする。 

⑪種目      男子・女子（４・５・６年の部）  ５００ｍ  １０００ｍ  

男子・女子（低学年の部）     ５００ｍ  １０００ｍ 

⑫競技方法    シングルトラックタイムレース 

２種目の個人総合選手権とする。（低学年の部は除く）  

⑬表彰      学年別に各種目６位。総合６位まで表彰する。  

低学年の部は各種目６位まで表彰する。  

⑭参加資格    県内各市町村の小学校に在籍する児童。なお、保護者の同意を要する。  

県ｽｹｰﾄ連盟登録者及び原則日本スケート連盟登録者。  

⑮申し込み方法  ・参加料  ２０００円を大会当日に大会事務局に納入すること。 

（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること 

・申し込み方法 申込書（群馬県スケート連盟Webよりダウンロード） 

を下記申し込み先に期日までにEメールで申し込むこと。 

・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

・申し込み先  群馬県スケート連盟事務局   

mail：gsf@outlook.jp  

・申し込み締め切り  令和３年１月１６日（土）17:00必着 

・なお、この大会は（財）日本スケート連盟バッチテストを兼ねる。 

⑯その他     ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ

か、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本

項に承諾したものとみなします。 



１５． 第３回 スピードバッチテスト 
  

①期日      令和３年２月２０日（土） 

②選手受付    １４：００～１４：３０ 

③公式練習    １４：３０～１５：３０ 

④審判集合時刻  １５：００ 

⑤競技開始時刻  １６：００ 

⑥場所      群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク  

⑦主催      群馬県スケート連盟  

⑧種目      男子  ５００ｍ  １０００ｍ  １５００ｍ  ３０００ｍ  

５０００ｍ 

女子  ５００ｍ  １０００ｍ  １５００ｍ  ３０００ｍ  

※男女共に、一人２種目以内。  

⑨参加資格    県スケート連盟登録者及び原則日本スケート連盟登録者  

⑩申し込み方法  ・参加料  一般 ３０００円  高校生以下 ２０００円  

※大会当日に大会事務局に納入すること。（チーム毎まとめて） 

※当日欠席でも参加料は納入すること 

・申し込み方法 申込書（群馬県スケート連盟Webよりダウンロード）を 

下記申し込み先に期日までにEメールで申し込むこと。 

・申し込み締め切りをすぎたものに関しては受け付けない。 

・申し込み先  群馬県スケート連盟事務局   

mail：gsf@outlook.jp   

・申し込み締め切り  令和３年２月１３日（土）17:00必着 

⑪その他     ・大会申し込みで知り得た個人情報は、本大会の運営目的のために使用のほ

か、各種報道機関への提供も行います。なお、申し込みがあった時点で本項

に承諾したものとみなします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


