令和３年度全国中学校体育大会 第 42 回全国中学校スケート大会
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参加申込手続きの流れ（概要）
郵
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⑤

委員会事務局
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中体連で集約

申込書を作成

同意書を提出

郵

④

各都道府県

③

各学校で

②

学校長あてに

①

① 保護者が学校長へ提出する書類
〇同意書
②

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コロナ様式４

各学校（参加校）で作成する書類
(1) スピードスケート競技
○スピードスケート競技

学校申込書（男子・女子）

・・・・・・・・・

様式１

○スピードスケート競技

個人申込書

・・・・・・・・・・・・・・・・

様式２

＊今年度連盟公式大会（ダブルトラック）の公認ベスト記録を記入すること。
＊複数種目出場する選手は複数枚作成すること。
○都道府県選手団申込一覧表作成支援データ（男子・女子）

・・・・・・

様式３

・・・・・・・・

様式４

・・・・・・・・・・・・・・・

様式５

(2) フィギュアスケート競技
○フィギュアスケート競技

学校申込書（男子・女子）

○フィギュアスケート競技

個人申込書

＊バッジテスト級写しを添付すること。
○フィギュアスケート競技

演技予定要素ﾘｽﾄ

・

様式６

・・・・・・

様式７

・・・・・・・・・

様式８

・・・・・・・・・・・・

様式 13

・・・・・・・・・・・・・・

様式 14

※オンライン登録できない場合

○都道府県選手団申込一覧表作成支援データ（男子・女子）
(3) 共通（スピードスケート・フィギュアスケート競技）
○学校別参加申込及びプログラム・大会報告書申込書
○外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）
○全国中学校体育大会引率者・監督報告書

＊外部指導者（コーチ）の引率については、「全国中学校体育大会引率細則」（49 ページ）
を参照してください。なお、関係書類(様式 15～18)は当該学校同士で使用してください。
各様式のダウンロードはこちらから：大会ホームページ URL
③

https://skate-n.jp/

各都道府県中体連へ送付する書類
(1) 各様式１・２・４・５・８・13・14 ⇒

都道府県中体連へ

郵送 ※様式 6 は原則ｵﾝﾗｲﾝ登録

(2) 各様式３・７

都道府県中体連へ

電子メールで送信

⇒

（電子メールがなければ郵送）

④

各都道府県中体連で集約
(1) 各学校から提出された書類の内容を確認し、学校順及び選手順を統一して集約する。また、
疑義事項があれば各学校に問い合わせる。
(2) 各学校から提出された書類をもとに次の書類を作成する。
○スピードスケート競技

都道府県選手団申込一覧表（男子・女子）

・・

様式９

・

様式 10

・・・・・・・・・・・・・・・・

様式 11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

様式 12

○フィギュアスケート競技

都道府県選手団申込一覧表（男子・女子）

○都道府県選手団申込一覧表（総合）
○都道府県別選手団資料
⑤

長野市実行委員会事務局への書類送付（参加申込）
集約・作成した書類を次の方法で長野市実行委員会事務局へ送付（参加申込）する。
(1) 送付方法
ア 郵送するもの ＊書類は、様式毎に仕分けてください。
○スピードスケート競技

学校申込書（男子・女子）

・・・・・・・・・

様式１

○スピードスケート競技

個人申込書

・・・・・・・・・・・・・・・・

様式２

○フィギュアスケート競技

学校申込書（男子・女子）

・・・・・・・・

様式４

○フィギュアスケート競技

個人申込書

・・・・・・・・・・・・・・・

様式５

○フィギュアスケート競技

演技予定要素ﾘｽﾄ

○学校別参加申込及びプログラム・大会報告書申込書
○スピードスケート競技
○フィギュアスケート競技

・

様式６

・・・・・・・・・

様式８

※オンライン登録できない場合

都道府県選手団申込一覧表（男子・女子）

・・

様式９

・

様式 10

・・・・・・・・・・・・

様式 13

・・・・・・・・・・・・・・

様式 14

都道府県選手団申込一覧表（男子・女子）

○外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）
○全国中学校体育大会引率者・監督報告書
○提出書類確認書（チェックリスト）
イ

電子メールで送信するもの
○スピードスケート競技
○フィギュアスケート競技

都道府県選手団申込一覧表（男子・女子）

・・

様式９

・

様式 10

・・・・・・・・・・・・・・・・

様式 11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

様式 12

都道府県選手団申込一覧表（男子・女子）

○都道府県選手団申込一覧表（総合）
○都道府県別選手団資料

＊件名に「
（都道府県名）参加申込」と入力して送信してください。
(2) 申込（送付）先
〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町 1613 番地
全国中学校スケート大会長野市実行委員会事務局 宛
TEL 026-224-5083
E ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
(3) 申込締切

FAX 026-224-7351

skating-nagano@nifty.com

令和４年１月 13 日(木)

17:00

必着

長野市文化スポーツ振興部スポーツ課内

学校長へ提出
同意書

・・・コロナ様式５

※学校長が内容を確認の上保管

各学校（参加校）で作成
●スピードスケート競技

●フィギュアスケート競技

学校申込書（男女別）・・・様式１

学校申込書（男女別）・・・様式４

個人申込書

個人申込書

・・・様式２

選手団一覧表作成支援データ（男女別） ・・・様式３

・・・様式５

（演技予定要素ﾘｽﾄ）※ ・・（様式６）
選手団一覧表作成支援データ（男女別） ・・・様式７

●共

通

学校別参加申込及びプログラム・大会報告書申込書 ・・・様式８

外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）
・ 様式 13
全国中学校体育大会引率者・監督報告書・・・様式 14
＊外部指導者(コーチ)に関する様式 15～18 は当該校で使用してください。
・様式１・２・４・５・８・13・14 は郵送 ※様式６は原則ｵﾝﾗｲﾝ登録
・様式３・７は電子メールでデータ送信（電子メールがなければ郵送）

各都道府県中体連で集約
●スピードスケート競技
学校申込書（男女別）・・・様式１
個人申込書
・・・様式２

●フィギュアスケート競技
学校申込書（男女別）・・・様式４
個人申込書
・・・様式５
（演技予定要素ﾘｽﾄ）※ ・・（ 様式６）

●共 通
学校別参加申込及びプログラム・大会報告書申込書 ・・・様式８
外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）・ 様式 13
全国中学校体育大会引率者・監督報告書・・・様式 14

各都道府県中体連で作成
●スピードスケート競技

●フィギュアスケート競技

都道府県選手団申込一覧表（男女別） ・・・様式９

都道府県選手団申込一覧表（男女別）・・・様式 10

（各学校から送信された様式３をもとに）

（各学校から送信された様式７をもとに）

●共

通

都道府県選手団申込一覧表（総合） ・・・様式 11
都道府県別選手団資料

・・・・・・・・・様式 12

提出書類確認書
・様式１・２・４・５・８・９・10・13・14、提出書類確認表は、郵送
（それぞれ学校順、選手順を統一）

※様式６は原則オンライン登録

・様式９・10・11・12 は、電子メールで送信

長野市実行委員会事務局

