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2021 障害者クロスカントリースキー普及講習会 

  【クロスカントリースキーフェスタ ｉｎ 旭川】 

開催要項 
 

１．目的 

障がい者がクロスカントリースキーを通じて、個々の健康増進と技術向上を目指し実施する。また、イベント

を講習会後に開催することで、相互理解と親睦交流を深め、更に障がい者スキーの普及・促進に寄与するこ

とを目的とする。 

 

２．名称 

2021 障害者クロスカントリースキー普及講習会（クロスカントリースキーフェスタ ｉｎ 旭川） 

 

３．主催 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

（クロスカントリースキーフェスタ ｉｎ 旭川 実行委員会） 

 

４．後援（予定） 

旭川市、旭川市教育委員会 

公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会、一般社団法人北海道知的障がい福祉協会 

特定非営利活動法人旭川障害者連絡協議会、ＮＨＫ旭川放送局、北のまち新聞社 

 

５．協力 

 旭川スキー連盟 

 

６．開催日 

２０２１年１２月２５日（土） ： 2021 障害者クロスカントリースキー普及講習会 

      １２月２６日（日） ： クロスカントリースキーフェスタ ｉｎ 旭川 【タイムトライアル】 

 

７．会場 

富沢クロスカントリースキーコース（北海道旭川市神居町富沢） 

 

８．対象 

  ①2021 障害者クロスカントリースキー普及講習会 

     障がいのある方は、どなたでも参加できます。（講習会参加者は、②にも参加していただきます） 

  ②クロスカントリースキーフェスタ ｉｎ 旭川 【タイムトライアル】 

     障がいのある方は、どなたでも参加できます。 

  ※視覚障害者のガイドスキーヤーは、現地で斡旋しますのでご安心ください。 
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９．スケジュール 

１２／２５

（土） 

 ８：３０ 

 ９：００ 

 ９：３０ 

 ９：５０ 

１０：０５ 

１１：３０ 

１３：３０ 

１４：３０ 

１５：００ 

宿舎-講習会場行き 送迎バス出発 

レンタルスキー受付開始・フィッティング 

受付（会場）ゼッケン等配布  

開講式・班分け・講師紹介  

講習会開始   

講習会終了   

公式練習開始 

公式練習終了 

講習会場-宿舎行き 送迎バス出発  

１２／２６

（日） 

８：００ 

８：３０ 

９：４５ 

１２：００ 

１２：４５ 

宿舎-スキーフェスタ会場行き 送迎バス出発 

受付・コースオープン 

タイムトライアル開始  

表彰式 

スキーフェスタ会場-宿舎行き 送迎バス出発 

※スケジュールは変更になる可能性があります。送迎バス所要時間は約３０分です。 

 

10．クロスカントリースキーフェスタ ｉｎ 旭川 【タイムトライアル】 

・タイムレースで走法はフリーテクニックとする。またスタート方法は、３０秒間隔で一人ずつとする。 

 

クラス 高校生以上 中学生 小学 4～6 年生 小学 1～3 年生 

座 位 

（シットスキー） 

男子 
１．０km 

（1.0km×１周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

女子 
１．０km 

（1.0km×1 周） 

１．０km 

（1.0km×1 周） 

１．０km 

（1.0km×1 周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

立 位 

（身体・視覚・聴覚） 

男子 
２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

女子 
２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

立 位 

（知的） 

男子 
２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

女子 
２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

２．０km 

（1.0km×2 周） 

１．０km 

（1.0km×１周） 

 

11．表彰 

・各カテゴリー3 位まで表彰する。 

 

12．参加費 

講習会及びフェスタ参加含む １，０００円 

視覚障がい者のガイドスキーヤー １，０００円 

伴走・参加者の介助・観覧 無料 
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13．申込方法 

・申込書および講習会参加誓約書に必要事項を記入の上、令和３年１１月２８日（日）まで【当日消印有効】に、

下記送付先へ郵送、メール送信、または Google Form から申し込みください。 

・申し込みの受付は、参加費の振り込み確認をもって完了となりますので、申込書送付前に項番１４「参加費 

の支払い」にて参加費の振り込みを行ってください。  

（期限を過ぎた申し込みは一切受付できません。ご了承ください） 

（タイムトライアルのみ参加、介助者の方も申込書および講習会参加誓約書を必ずお送りください。） 

申込書・誓約書 

送付先 

【郵送の場合】 

〒１０７－００５２ 

東京都港区赤坂１－２－２日本財団ビル４階  

パラリンピックサポートセンター内 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟宛 

【Ｅ－Ｍａｉｌの場合】 

E-Mail アドレス： kjdentry@jps-ski.com 

【Google Form】の場合 

https://forms.gle/Jj8JzwqKpEiUuaFM7 

または右記 QR コードを読み取り 

 

14．参加費の支払い 

令和３年１１月２８日（日）までに以下の銀行口座へ振り込みにてお支払いください。 

・振込手数料は参加者負担でお願いします。 

・事業中止の場合を除き、参加費の返金はできませんのでご了承ください。（参加費振込後に中止となった場

合、「振込先口座情報届」をお送りしますので、上記郵送先へお送りください。振込手数料を除いた額を返金

致します。） 

・複数名分の参加費をまとめて振り込む場合は、申込書の備考欄に「誰の名前で」、「どの参加者の分を」、 

 「いくら（金額）振り込んだのか」または、自分の参加費は「誰の名前で一緒に振り込んだのか」を必ず記載し

てください。 

 

15．昼食に関して 

・会場内で飲食の販売はありませんので、会場へ向かう途中のコンビニエンスストアなどで購入するなど、各

自で用意をお願いします。 

 

16．レンタルスキーに関して 

・クロスカントリー用のスキー用具をお持ちでない方には貸し出しが可能です。申込用紙または申込フォーム

に必要事項をご記入ください。数に限りがありますので、対応できない場合があります。レンタルスキーについ

て問い合わせする場合も、kjdentry@jps-ski.com へご連絡ください。 

 

 

 

参加費振込先 

銀行名：三井住友銀行  支店名：赤坂支店 

口座種類：普通預金  口座番号： 9652624  

口座名義：特定非営利活動法人 日本障害者スキー連盟 

※今年度より振込先が変更になっておりますので、ご注意ください。 
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17．宿泊の斡旋に関して 

・12/24（金）、12/25（土）の宿泊が必要な場合は、以下の宿舎を斡旋致しますので、申込書にて希望の有無

をお知らせ下さい。なお、宿泊代金は宿舎（アートホテル旭川）に直接お支払いください。 

※宿泊代金は参加費と一緒に振り込まないでください。 

 

斡旋宿舎 

宿 舎 名：アートホテル旭川  http://www.art-asahikawa.com/ 

住   所：旭川市７条通６丁目   電話番号：（０１６６）２５－８８１１ 

宿泊代金（１泊２食+スパ利用券付 一人あたり 税込）  

 シングル ９，５００円  ツイン・トリプル ７，５００円 

※ツイン・トリプルルームを一人で利用する場合は 1 泊 9,500 円です。ツイ

ンまたはトリプルを希望の方は、同室者名をご記入ください。但し、ご希

望にそえない場合があります。 

※夕食不要（1 泊朝食）の料金は、シングル 7,000 円、ツイン/トリプル 5,000

円です。 

 駐車料金：宿泊者は無料となります(大型車は別途料金が必要です)。 

 

18．保険の加入について 

・主催者にて期間中の傷害保険に加入します。なお、会場では応急処置しかできませんので、自己責任にお

いて健康と安全の確保をお願いします。 

※保険加入手続きに必要なため、申込書の生年月日を必ず記入して下さい。 

 

19．個人情報の取扱いについて 

・主催者は、参加申込書及び本講習会における撮影により取得した参加申込者の個人情報を、本講習会の

参加資格の審査、関係書類の送付、プログラム掲載、会場における掲示・アナウンス、競技結果（ウェブサイト

における公表を含む）、報道機関への提供、以上の目的のために利用します。その他個人情報の取扱いにつ

いてはプライバシーポリシー（https://jps-ski.com/privacy-policy）をご覧ください。 

 

20．その他 

（１）参加される方は水分補給等を十分行い、体調管理に努めて下さい。 

（２）暖をとる場所は、テントなど各自でご用意いただくか、近隣の体育館となりますのでご承知おき下さい。 

 

21．新型コロナウイルス感染症防止対策について 

具体的な予防策については、感染症対策行動計画(マニュアル)を別途作成します。 特定非営利活動法人日

本障害者スキー連盟 Covid-19 感染予防対策ガイドライン(第 2 版)に準拠して実施します（ガイドラインは、当

連盟ホームページに掲載するので、事前確認し、感染症対策を徹底した上で参加すること）。 

今後、感染拡大状況によっては、本イベント開催が中止になる場合があることも、予めご承知おきください。 

 

【参加者の皆さまが行事参加前に事前に留意していただくこと】 

1. 行事の２週間前から当日までに以下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。 

ア) 体調がよくない場合(例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)発熱の基準は３７．５℃以上、または平

熱より１℃以上高い状態のいずれかとする。 

イ) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 

ウ) 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 
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エ) だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難) 

オ) 嗅覚や味覚の異常 

カ) 体が重く感じる、疲れやすい等 

2. 1 の内容を記録した「事前チェックシート」を事前に記入し、行事受付時に提出すること。 

事前チェックは Google フォームを用いて行います。下記 URL もしくは右記 QR コードより

公式練習前日（24 日）に入力してください。（体調報告の方法については、当連盟ホーム

ページにも掲載します。） 

https://forms.gle/eRbgEjqRzt8iFRZTA 

3. マスクを持参すること(受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用す

ること)。 

4. 厚生労働省より提供されている接触確認アプリ(COCOA)のダウンロードを推奨する。 

また会場内での Bluetooth はオンにしておくこと。 

5. 感染防止のために主催者が決めた措置等を遵守し、主催者の指示に従うこと。 

 

【参加者の皆さまが行事参加中に遵守していただくこと】 

1. 行事中のミーティングや懇親会等においても、三つの密を避け、会話時にマスクを着用するなどの感染対策

に十分な配慮を行うこと(参加者による懇親会等は極力避けるように依頼すること)。 

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。手洗いが難しい場合は、アルコール等の手指消

毒を行うこと。 

3. 他の参加者、主催者、スタッフ等との距離(できるだけ ２m を目安に)を確保すること。 

(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く) 

4. 強度が高い運動・スポーツの場合は、呼気が激しくなるため、より一層距離を空ける必要があることを心掛け

ること(感染予防の観点から、少なくとも ２m の距離を空けることが適当)。 

5. 行事中に大きな声で会話や応援等をしないこと。 

6. 唾や痰をはくことは行わないこと。 

7. 行事参加中のコミュニケーションや滑走中以外も含めて会話をする際には、口元を覆う物を装着すること。 

8. 「開催期間中体調 チェックシート」を提出のこと。上記記載の Google フォームから行事参加日は毎日報告す

ること（※なお、25 日、26 日とも富沢に会場入りの際は、健康チェックをいたしますので、本部にて、体温等の

チェックを受けてから、講習会ならびにタイムトライアルに参加してください）。 

 

【参加者の皆さまが行事参加後に遵守していただくこと】 

1. 行事終了後(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、主催者に対して速やかに濃厚接

触者の有無等について報告すること。 

 

21．問合せ先 

大会事務局 

〒１０７－００５２  東京都港区赤坂１－２－２日本財団ビル４階  

パラリンピックサポートセンター内  特定非営利活動法人 日本障害者スキー連盟 

TEL：０３－６２２９－５４２９（平日 11:00～17:00）  FAX：０３－６２２９－５４２０ 

E-Mail：kjdentry@jps-ski.com 

 

以上 


