The 30th Annual Skate Japan 2018
With the 1st Mao Asada Trophy

第 30 回スケートジャパン 2018 with 第 1 回浅田真央トロフィー

開催期日： 2018 年 6 月 23 日・24 日
主催＆会場：

埼玉アイスアリーナ

ISI Asia Endorsement No. IS00243
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Greeting from ISI Asia President
Greetings from Sunway Pyramid Ice, Malaysia
It is a great honor and privilege for me to
welcome you to Skate Japan 2018.
On behalf of Ice Skating Institute Asia, I would
like to extend our warmest welcome to all
skaters, coaches, officials and parents to our
Skate Japan 2018.
We hope Skate Japan will always be a driver
of growth in this sport locally and internationally,

ＩＳＩアジア会長よりご挨拶
マレーシア・サンウェイ・ピラミッドアイスよりご挨拶さ

and to be the perfect platform to promote this

せていただきます。 スケートジャパン 2018 に皆さま

winter activity into competitive sport in tropical

をお迎えできることは、光栄であり私にとって格別の

countries.

思いです。 ＩＳＩアジアを代表して全ての参加者の

I encourage everyone to embrace this great
opportunity to meet a new friend from different
ice rinks and countries as we recognize that

皆さ、コーチの皆さん、ご父兄そして役員の皆さまを
歓迎いたします。
スケートジャパンは常にこのウィンタースポーツを日

diversity is our greatest strength.

本国内や国際的にも成長させるけん引役となって

A special thanks to Emiko Iida and rink

おり、熱帯地方の国々において冬のレジャーを競技

management, for your hard work and

スポーツへと導く礎となっています。

dedication to make Skate Japan competition

私たちの大きな強みは多様性です。 皆さんは

be one of the ISIAsia annual premiere event. I

是非この素晴らしい機会に様々なリンクや国々の

am certain that ISIASIA in Japan will grow

皆さんと交流を深めてください。

stronger from year to year and there will be more

スケートジャパンをアジアでの恒例プレミア・イベン

skaters and coaches will come and attend Skate

トの一つに育ててくれた飯田恵美子氏及びリンク経

Japan.

営陣のご尽力には特に感謝を申し上げます。

I am sure that Skate Japan 2018 will be full of
exciting and great performances, and I wish
everybody a very joyful and memorable

日本におけるＩＳＩアジアのプログラムは今後も年を重
ねるにつれ益々発展する事でしょう。
スケートジャパン 2018 はエキサイティングな素晴

experience both on and off the ice.

らしい演技であふれる事でしょう。 氷上で、そしてリ

Hope to see you all in Skate Asia 2018,

ンクの外でも皆さんが楽しく忘れがたい経験をしてい

Bangkok, Thailand.

ただくことを望みます。

Remember…. Be proud…Be you!

タイ・バンコクで開催されるスケートアジア 2018 で

And SK8 GR8!

皆さんとお目に掛かれる事を楽しみにしています。
誇りをもって、自分らしく、素晴らしい演技を！

ＩＳＩ AＳＩＡ 会長 ハリー・ヤント・レオ
Harry
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Welcome Message from Rink Manager

リンクマネージャー歓迎のご挨拶
皆さん、埼玉アイスアリーナへようこそ！ 第 30 回スケートジャパン大会に過去最大規模のたくさんの皆さんをお
迎えする事が出来、大変嬉しく思います。
スケートジャパン大会の歴史はアジアのＩＳＩ大会で一番古く、今年で 30 周年目となります。 これはスケートの普
及に熱心なコーチの皆様、そしてスケートを愛好する生徒さんを支えるご父兄や関係者の皆様、そして日々スケー
ト業界を支えていて下さる協賛各社の皆様のおかげです。 この場を借りて厚く御礼申し上げます。 そして更にこ
の記念すべき年に、第 1 回浅田真央トロフィーという特別なイベントを開催できることも大変光栄に思います。
ＩＳＩ大会は参加者の誰もがそれぞれの年齢や技術レベルに応じてスケートを楽しめる大会です。 今年はアジア
の各国からも同じ志を持つ皆さんのご参加もありますので、スケートを通じて国際交流が出来る事も願っています。
特に今年は海外からもとてもたくさんの皆さんのご参加をいただき、2 面あるリンク施設をフル稼働しての大会開催と
なりました。 是非この機会に各国の皆さんとの国際交流も経験していただきたいと願っています。

そして、競技

長、運営委員一同とともに、皆さんの素晴らしい演技と笑顔をたくさん見せていただくことを楽しみにしています。
是非、皆さんも２日間楽しんでください。
埼玉アイスアリーナ マネージャー 須賀 昌広

Welcome to Saitama Ice Arena! I am very honored to host the 30th Annual Skate Japan
2018.

The Skate Japan series of event is the most historical ISI competition in Asia. I would

like to express our sincere appreciation for enthusiastic coaches’ hard work and extended
support from everyone related with ice skating including parents and families as well as
sponsors to make this event happen. I also feel very hour to host the 1st Mao Asada Trophy for
this special 30th anniversary of the Skate Japan.
This year, the number of entries has renewed the record and will run this competition with
two ice surfaces with full swing. I really hope that all of you enjoy not only the ice skating
event, but also cultural exchange with skaters from different countries and make lots of friends
each other.
Together with our competition director Ms. Emiko Iida and entire competition officials, I look
forward to watching wonderful performances with many smiles over this weekend. Good luck
to you all!
Masahiro Suga, Rink Manager
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Special Message from Mao Asada
～ 第 1 回浅田真央トロフィーに寄せて ～

皆様
この度は、浅田真央杯にご参加いただき、ありがとうございます。 皆さんと一緒に、第一回浅
田真央杯を開催できることを、大変嬉しく思います。
浅田真央杯とは、フィギュアスケートを愛して、フィギュアスケートを楽しむ、というのがテーマで
す。 私が経験してきたような国際スケート連盟の試合では、決められたルールがたくさんあり、苦
手な事も、難しい構成にも挑戦しなくてはなりません。 でも、浅田真央杯では、テーマに合わせ
て、自分の滑りたい曲、表現したい事、やりたい事が全てできます。 自由な気持ちで大好きなフ
ィギュアスケートを心から楽しんで滑ってください。
この大会で、改めてフィギュアスケートっていいな、と皆さんに思っていただければ、大会は大成
功だと思います。 そして、素敵な思い出になれば嬉しいです。 私自身も皆様のスケートを楽し
みにしております。

Thank you for joining the 1st Mao Asada Trophy. I am very pleased
to have this evet with you all.
The purpose of Mao Asada Trophy is to love and enjoy figure
skating. There are lots of rules and requirements in the ISU competitions
which needs many challenges to overcome with your poor things and
difficult tasks. However, you can do everything with your choice of music
and expression for the “Theme” in this competition. Please feel free to
enjoy your loved skating heartily.
If this competition makes you realize your love of figure skating
again, it will be a great achievement and big success. Wishing this will be
a wonderful memory for your all. Look forward to watching you skate!
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Special Exhibition by Mao Asada & Mai Asada
@11:50 am on Saturday, June 23, 2018 at Saitama Ice Arena Main Rink

浅田真央＆浅田舞 特別エキシビション 2018 年 6 月 23 日(土) @11:50 am

Profile of Mao Asada
Born in Nagoya, Aichi and graduated Chukyo University. Silver Medalist of 2010 Vancouver
Winter Olympic Games, 6th place in Sochi Winter Olympic Games, Gold Medalist of 2008, 2010
& 2014 World Figure Skating Championships, 3 times Gold Medalist in Four Continent Figure
Skating Championships, 4 times Gold Medalist of Grand Prix Final of Figure Skating, 6 times
Japan National Champion.

Retired from armature competition in April, 2014 and now

conducting the “Mas Asada Thanks Tour” Ice Shows.
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Special Exhibition by Mao Asada & Mai Asada
Saturday, June 23, 2018 at Saitama Ice Arena Main Rink
浅田真央＆浅田舞 特別エキシビション 2018 年 6 月 23 日(土) @ 11:50 am

Profile of Mai Asada
Born in Nagoya, Aichi.
Asada.

Beautiful performer of Spiral Sequence.

Elder sister of Mao

Now, active as a professional figure skater in Ice Shows as well as sport caster in

TV/Radio as well as sport-writer in newspapers.
as for recreation.

Qualified diver as professional as well

Expanding the area of activities into Musical and Theater.
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大会のイベント種目について
Event Introduction

オープン・フリースタイル – ブロンズ/シルバー/ゴールド/プラチナ

アーティスティック
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スポットライト・ソロ ＆ スポットライト・カップル

＊ スポットライト・Ｃ（キャラクター）部門：

＊ スポットライト・Ｄ（ドラマチック）部門：

＊ スポットライト・ＬE（ライトエンターテイメント）部門：

＊ 特別部門 スポットライト・Ｔ（テーマ）部門：

ファミリー・スポットライト

アンサンブル
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プロダクション

シンクロナイズド・スケーティング

～ それでは、参加者の皆さんをご紹介しましょう！ ～
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PARTICIPATING TEAM 参加チーム

AMC: Aberdeen Marina Club

Hong Kong SAR

アバディーン・マリーナ・クラブ

香港

AIM: AIM Skating Club

Singapore

AIMスケーティング・クラブ

シンガポール

ARC: Aquarink Chiba

Japan

アクアリンクちば

日本

CIP: Cityplaza Ice Palace

Hong Kong SAR

シティプラザ・アイスパレス

香港

FWG: Festival Walk Glacier

Hong Kong SAR

フェスティバル・ウォーク・グレーシャー

香港

HIC: Hokay Ice Center

China

ホケイ・アイスセンター

中国

HSC: Hongao Ice Sports

China

ホンガオ・アイススポーツ

中国

LCI: Le Cool Ice

China

ラ・クール・アイス

中国

MOA: SM Mall of Asia Ice Skating Rink

Philippines

SMモール・オブ・アジア・アイススケーティングリンク

フィリピン

NIA: Niigata City Ice Arena

Japan

新潟アサヒアレックス・アイスアリーナ

日本

SHK: Skyrink Hong Kong

Hong Kong SAR

スカイリンク香港

香港

SZI: Sub-Zero Ice Skating Rink

Thailand

サブ・ゼロ・アイススケーティングリンク

タイ

TRE: The Rink at Elements

Hong Kong SAR

ザ・リンク @ エレメンツ

香港

TRR: The Rink Rama 9

Thailand

ザ・リンク・ラマ９

タイ

TRS: The Rink, Singapore

Singapore

ザ・リンク・シンガポール

シンガポール

WIA: World Ice Arena

China

ワールド・アイスアリーナ

中国

SIA: Saitama Ice Arena

Japan

埼玉アイスアリーナ

日本
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