
第 68回東日本ローラースケートフィギュア選手権大会 

実施要項 

※本大会は独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興事業助成申請事業 

 

＜主催＞  ：一般社団法人 ワールドスケートジャパン 

＜主管＞  ：東京都ローラースポーツ連盟 

＜日時＞  ：令和 4 年 9 月 17～18 日 

＜場所＞  ：東京ドームローラースケートアリーナ、東京都練馬区総合体育館ローラースケート場 

＜参加資格＞：令和 4 年度ワールドスケートジャパン当該競技者登録を 8 月 16 日までに完了した者で 

各都道府県連盟の推薦選手。各クラス出場は 8 月 16 日現在のテスト基準による。 

※新型コロナウィルス感染防止対策のため、別添の体調管理チェックシートに記入し、 

各自管理してください。体調に異常がある場合はアーティスティック委員会への連絡を 

必須とします。 

＜申込方法＞：郵送、Fax、または Google form にて受け付けます。要項下部参照。 

＜締切期日＞：令和 4 年 8 月 16 日(火)15 時までに連盟事務局に到着のこと(厳守) 

＜賞典＞  ：シングル種目各クラス（プライマリー以外）   

規定、フリー共 1～3 位まで、メダル、賞状 

シングル種目プライマリー  総合 1～3 位まで、メダル、賞状 

ソロダンス種目各クラス  総合 1～3 位まで、メダル、賞状 

インライン種目各クラス  フリー1～3 位まで、メダル、賞状 

＜宿泊・輸送＞：各自で手配をしてください。 

＜保険＞  ：主催者側では、スポーツ少額保険に加入しますが、事故、怪我等については主催者側で

は一切責任を負いません。各自で保険に加入してください。  

＜誓約書＞ ：参加者は誓約書・18 歳未満の方は承諾書も申込時に提出、Google form の場合はチェッ

クを入れてください。 

 

日 程 （予定）＊申込状況により変更がありますことをご了承ください。 

令和 4 年 9 月 17 日(土) AM 8:00～PM 0:00 公式練習、規定 

令和 4 年 9 月 18 日(日) AM 9:00～PM 6:00 公式練習、フリーショート・ロング、ソロダンス 

 

  



＜競技種目＞： 

シングル種目 競技内容 資格 参加料金 採点方式 

選手権クラス 

 

規定課題：3 課題 抽選 17 日 

 

ショート及びロング： 

 World Skate Rule2022 に則る 

7 級以上 10,000 円 

(規定、フリー 

のみは 7,000 円) 

規定： 

White System 

フリー： 

Rollart 

ジュニアクラス 7 級以上 

カデットクラス 規定課題：4 課題 抽選 17 日 

 

フリー：3 分 30 秒±10 秒(ロングのみ) 

5 級 

以上 

8,000 円 

(規定、フリー 

のみは 5,500 円) 

規定： 

White System 

フリー： 

Rollart 

エレメンタリー 

クラス（インライ

ン部門含む） 

規定課題： 

No10A フォアアウトサイドダブルスリー  

No15A フォアインサイドループ  

No26B フォアアウトサイドチェンジスリ

ー 

フリー：3 分 15 秒±10 秒 

3 級 

以上 

6,000 円 

(規定、フリー 

のみは 4,000 円) 

規定、フリー： 

White System 

プライマリー 

クラス 

（インライン部

門含む） 

規定課題： 

No 8A フォアアウトスリー  

No 9A フォアインスリー 

フリー：2 分 30 秒±10 秒 

1 級 

以上 

4,000 円 

(総合のみ) 

規定、フリー： 

White System 

ソロダンス種目 競技内容 参加料金 採点方式 

選手権クラス スタイル：2 分 50 秒±10 秒 Rhythm Roll 

フリーダンス：3 分 30 秒±10 秒 

8,000 円 White System 

ジュニアクラス スタイル：2 分 50 秒±10 秒 Rocker Foxtrot 

フリーダンス：3 分 30 秒±10 秒 

6,000 円 White System 

エレメンタリー 

クラス 

パターンダンス：Manhattan Blues 

        Werner Tango 

4,000 円 White System 

プライマリー 

クラス 

パターンダンス：Denver Shuffle 

La Vista Cha Cha 

3,000 円 White System 

インライン部門：フリーのみ。クアッド部門のフリー種目と同じ競技時間枠にて実施しますが、両部門の同

じクラスに出場する選手がいる場合は調整いたします。 

 

参加料金振込銀行：みずほ銀行 池袋支店 普通預金 3080093 

         ワールドスケートジャパン アーティスティック委員会 

登録料金振込：  下記 URL の手順に従い登録、及び支払いを実施してください。 

    https://worldskatejapan.or.jp/about/registration/ 

＊いかなる場合においても参加料の返金対応はいたしかねますので、ご了承ください。 

  



＜コロナ対策＞：＊新型コロナウィルス感染防止対策のため、WSJ の定める「コロナ感染予防対策ガイドライン」

に沿った大会運営を行います。選手・指導者・スタッフは各自ガイドラインを熟読し、感染予

防を実施してください。 

「ワールドスケートジャパン主催ならびに関連大会開催に際してコロナ感染予防対策ガイドライン」 

URL：https://worldskatejapan.or.jp/topics/3844-COVID19_competition_Rule （PDF 参照） 

＊新型コロナウィルス感染防止の対応で変更があることをご了承ください。 

＜その他＞： 

＊大会開催中の写真・記録を当連盟発行のニュース及びホームページに記載しますので予めご了承ください。大

会当日の写真、映像に関しては WSJ アーティスティック委員会が管理し、使用については WSJ アーティスティ

ック委員会に一任するようお願いいたします。 

 

＜提出物＞電子提出物は 9 月 16 日（金）正午までに当委員会メールアドレスへ送付してください。 

電子提出物 対象者 注意事項 

コンテンツシ

ート 

カデット以上のフリー選手 ファイル名：所属連盟_カテゴリー_氏名 

メール件名：事前提出物（選手氏名）  
 

当日提出物 対象者 注意事項 

使用曲の USB

と CD 

フリー種目全選手 ファイル名：氏名、カテゴリー、ショート/ロングを記載 

USB/CD 本体：氏名、カテゴリー、ショート/ロングを記載 

 

＜申込先＞ ：<郵送>ワールドスケートジャパン事務局 TEL 03-3983-6335   

〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-44-10 タイガースビル 405 

＜Fax＞FAX 03-6914-3234 

＜Google form＞下記 URL／QR コードからアクセス。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9sj32PXG9cJDipQ

cENz8oo56mkCFSCgAyQgQDCxCIHU_etQ/viewform  

 

 

 

 

＜問い合わせ・電子提出先＞ 

アーティスティック委員会(代表) artistic@worldskatejapan.or.jp 


