
2021 年 12 月 23 日 

 

 

第 24 回 全日本障害者クロスカントリースキー競技大会 および 

クロスカントリースキーフェスタ in 旭川 

 

チームキャプテンミーティング（TCM） 

 

 

１ ジュリーメンバー選出（チーム代表）とジュリーメンバー紹介 

   競技委員長 石橋 旭 

   技術代表  金谷 浩克 

   チーム代表 若井 陽介 

    

２ 競技実施関連事項 

(1)コース説明 

(2)スタートリストの確認 

(3)タイムスケジュール 

(4)注意事項他 

 

３ 質疑応答(公式トレーニングの時に受付で対応) 

 

 

注）・積雪状況により競技ルールが変更する場合がありますので、ご了承ください。 

  ・コロナ感染対策を主催者では万全を期していますが、参加者におかれまし

ても、体調管理を含めて感染予防対策を十分に講じて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ﾀﾞｽｷﾝﾃﾝﾄ 

第 24 回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会、クロスカントリースキーフェスタ in 旭川 会場図 

 

一般応援エリア 
※ネットで囲まれた範囲

に限ります。 

一般受付 

スタート 

ゴール 

hiram
テキスト ボックス
【１．コース説明】



会場図とコース図 

hiram
テキスト ボックス
【１．コース説明】



ビブ 選手名 所  属
都道府県

市町村
障害クラス ％ スタート時刻

座位 男子 1Km 4名

1 森  宏明 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ （株）朝日新聞社 東京都 LW12 100 12:00:30

2 源  貴晴 ﾐﾅﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ アムジェン（株）・北海道アダプティブスポーツ 札幌市 LW12 100 12:01:00

3 柴田 真聖 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷﾖ （株）土屋ホーム 札幌市 LW11.5 96 12:01:30

4 唯野 大翔 ﾀﾀﾞﾉ ﾋﾛﾄ 北海道エネルギーパラスキー部・旭川西高等学校 当麻町 LW10.5 87 12:02:00

立位 男子 1Km 5名

5 川除 大輝 ｶﾜﾖｹ ﾀｲｷ （株）日立ソリューションズJr・日本大学 富山県 LW5/7 90 12:05:30

6 新田 佳浩 ﾆｯﾀ ﾖｼﾋﾛ （株）日立ソリューションズ 東京都 LW8 96 12:06:00

7 岩本 啓吾 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ （株）土屋ホーム 札幌市 LW3 87 12:06:30

8 有安 諒平 ｱﾘﾔｽ ﾘｮｳﾍｲ （株）東急イーライフデザイン 東京都 B2 99 12:07:00

G 藤田 佑平 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾍｲ （株）スポーツフィールド 埼玉県 ガイド

9 高村 和人 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岩手県立盛岡視覚支援学校 岩手県 B1 88 12:07:30

G 浅利 嘉之 ｱｻﾘ ﾖｼﾕｷ 自衛隊 岩手県 ガイド

ＩＤ 男子 1Km 9名

10 山田 雄太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 北海道エネルギーパラスキー部 旭川市 ID 12:10:30

11 村越 裕太郎 ﾑﾗｺｼ ﾕｳﾀﾛｳ ネージュスポーツクラブ 新潟県 ID 12:11:00

12 西村 潤一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ （株）澁谷工業 石川県 ID 12:11:30

13 阿部 昂平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 平成の家 青森県 ID 12:12:00

14 長江  充 ﾅｶﾞｴ ﾐﾁﾙ （株）シンクラン旭川営業所 旭川市 ID 12:12:30

15 淺野 滉太 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 日本メディカルプロダクツ（株） 東川町 ID 12:13:00

16 山村 卓裕 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ワークショップひなげし 石川県 ID 12:13:30

17 森本 雄気 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 伊那養護学校OB 長野県 ID 12:14:00

18 飯沼 珠潤 ｲｲﾇﾏ ｼｭｳﾙ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 旭川市 ID 12:14:30

立位・ID コンバインド女子 1Km 6名

19 中澤 恵 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲ 佐川急便（株） 新潟県 ID 12:15:30

20 戸島 寿々香 ﾄｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 特別養護老人ホームいこいの里「あい」 愛別町 ID 12:16:00

21 大場 碧 ｵｵﾊﾞ ｱｵｲ 特別養護老人ホームいこいの里「あい」 愛別町 ID 12:16:30

22 志村 里莉朱 ｼﾑﾗ ﾘﾘｽ （株）日総 旭川市 ID 12:17:00

23 岩本 美歌 ｲﾜﾓﾄ ﾐｶ 北海道エネルギーパラスキー部・富山県立雄山高等学校 富山県 LW8 96 12:17:30

24 半谷 静香 ﾊﾝｶﾞｲ ｼｽﾞｶ 早稲田大学 東京都 B1 88 12:18:00

G 渡辺 貴仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾄ 早稲田大学 東京都 ガイド

第24回 全日本障害者クロスカントリースキー競技大会

フリーSprint 【スタートリスト】 2021.12.25

hiram
テキスト ボックス
【２．スタートリストの確認】



ビブ 選手名 所  属
都道府県

市町村
障害クラス ％ スタート時刻

座位 男子 5Km(1.25km×4) 4名

1 森  宏明 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ （株）朝日新聞社 東京都 LW12 100 10:20:30

2 源  貴晴 ﾐﾅﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ アムジェン（株）・北海道アダプティブスポーツ 札幌市 LW12 100 10:21:00

3 柴田 真聖 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷﾖ （株）土屋ホーム 札幌市 LW11.5 96 10:21:30

4 唯野 大翔 ﾀﾀﾞﾉ ﾋﾛﾄ 北海道エネルギーパラスキー部・旭川西高等学校 当麻町 LW10.5 87 10:22:00

立位 男子 5Km(1.25km×4) 5名

5 川除 大輝 ｶﾜﾖｹ ﾀｲｷ （株）日立ソリューションズJr・日本大学 富山県 LW5/7 80 10:22:30

6 新田 佳浩 ﾆｯﾀ ﾖｼﾋﾛ （株）日立ソリューションズ 東京都 LW8 92 10:23:00

7 岩本 啓吾 ｲﾜﾓﾄ ｹｲｺﾞ （株）土屋ホーム 札幌市 LW3 86 10:23:30

8 有安 諒平 ｱﾘﾔｽ ﾘｮｳﾍｲ （株）東急イーライフデザイン 東京都 B2 99 10:24:00

G 藤田 佑平 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾍｲ （株）スポーツフィールド 埼玉県 ガイド

9 高村 和人 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岩手県立盛岡視覚支援学校 岩手県 B1 88 10:24:30

G 浅利 嘉之 ｱｻﾘ ﾖｼﾕｷ 自衛隊 岩手県 ガイド

ＩＤ 男子 5Km(1.25km×4) 9名

10 山田 雄太 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 北海道エネルギーパラスキー部 旭川市 ID 10:25:00

11 村越 裕太郎 ﾑﾗｺｼ ﾕｳﾀﾛｳ ネージュスポーツクラブ 新潟県 ID 10:25:30

12 西村 潤一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ （株）澁谷工業 石川県 ID 10:26:00

13 阿部 昂平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 平成の家 青森県 ID 10:26:30

14 長江 充 ﾅｶﾞｴ ﾐﾁﾙ （株）シンクラン旭川営業所 旭川市 ID 10:27:00

15 淺野 滉太 ｱｻﾉ ｺｳﾀ 日本メディカルプロダクツ（株） 東川町 ID 10:27:30

16 山村 卓裕 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ワークショップひなげし 石川県 ID 10:28:00

17 森本 雄気 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 伊那養護学校OB 長野県 ID 10:28:30

18 飯沼 珠潤 ｲｲﾇﾏ ｼｭｳﾙ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 旭川市 ID 10:29:00

ＩＤ女子 2.5Km(1.25km×2) 4名

19 中澤 恵 ﾅｶｻﾞﾜ ｹｲ 佐川急便（株） 新潟県 ID 10:30:00

20 戸島 寿々香 ﾄｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 特別養護老人ホームいこいの里「あい」 愛別町 ID 10:30:30

21 大場 碧 ｵｵﾊﾞ ｱｵｲ 特別養護老人ホームいこいの里「あい」 愛別町 ID 10:31:00

22 志村 里莉朱 ｼﾑﾗ ﾘﾘｽ （株）日総 旭川市 ID 10:31:30

立位女子 2.5Km(1.25km×2) 3名

23 岩本 美歌 ｲﾜﾓﾄ ﾐｶ 北海道エネルギーパラスキー部・富山県立雄山高等学校 富山県 LW8 92 10:32:00

24 半谷 静香 ﾊﾝｶﾞｲ ｼｽﾞｶ 早稲田大学 東京都 B1 88 10:32:30

G 渡辺 貴仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾄ 早稲田大学 東京都 ガイド

25 阿部 友里香 ｱﾍﾞ ﾕﾘｶ （株）日立ソリューションズ 東京都 LW6 90 10:33:00

第24回 全日本障害者クロスカントリースキー競技大会

クラシカルShort 【スタートリスト】 2021.12.26

hiram
テキスト ボックス
【２．スタートリストの確認】



2021/12/22(10:07)

ビブ 選手名 ガイド 所  属
都道府県

市町村
障害クラス ％ スタート時刻

フェスタ1Km(1.0 ｘ 1)

【座位の部 小4-6年生 男子】1名

101 盛永 旺佑 ﾓﾘﾅｶﾞ ｵｳｽｹ 盛永 可奈 999AC旭川 旭川市 LW10-12 09:45:30

【座位の部 中学生 男子】3名

102 西村 勇輝 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 北海道アダプティブスポーツ 札幌市 LW10-12 09:46:00

103 阿部 萬太朗 ｱﾍﾞ ﾏﾝﾀﾛｳ 北海道アダプティブスポーツ 札幌市 LW10-12 09:46:30

104 熊谷 太希 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｷ 999AC旭川 旭川市 LW10-12 09:47:00

【座位の部 中学生 女子】1名

105 佐藤 きづな ｻﾄｳ ｷﾂﾞﾅ 北海道アダプティブスポーツ 苫小牧市 LW10-12 09:47:30

【座位の部 高校生以上  男子】1名

106 辰巳 博実 ﾀﾂﾐ ﾋﾛﾐ テス・エンジニアリング（株） 倶知安町 LW10-12 09:48:00

フェスタ2Km(1.0 ｘ 2)

【立位の部 高校生以上  男子】5名

107 猿倉 瑞基 ｻﾙｸﾗ ﾐｽﾞｷ 北海道アダプティブスポーツ 札幌市 LW 09:50:30

108 伊藤 大晟 ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 札幌視覚支援学校 札幌市 B 09:51:00

109 高橋 正充 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾐﾂ 菅野 義英 ラビットクラブ 深川市 B1 09:51:30

110 渡部 一久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｻ セコム株式会社 埼玉県 B 09:52:00

111 須藤 充昭 ｽﾄｳ ﾐﾂｱｷ 株式会社9段パルス 東京都 B 09:52:30

【IDの部 高校生以上  男子】8名

112 角田 瑛良 ｶｸﾀ ｱｷﾗ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 愛別町 ID 09:53:00

113 北村 颯眞 ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾏ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 愛別町 ID 09:53:30

114 鷲見 天志 ｽﾐ ﾀｶﾕｷ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 愛別町 ID 09:54:00

115 松井 孝幸 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 愛別町 ID 09:54:30

116 冲澤 颯汰 ｵｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ あいべつ校OBチーム 東川町 ID 09:55:00

117 押川 瑠晟 ｵｼｶﾜ ﾘｭｳｾｲ あいべつ校OBチーム 東川町 ID 09:55:30

118 谷本 遼輔 ﾀﾆﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 谷本 省吾 北の峯学園 富良野市 ID 09:56:00

119 板東 千翔 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ あいべつ校OBチーム 東川町 ID 09:56:30

【IDの部 高校生以上 女子】4名

120 佐藤 亜美 ｻﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 佐藤 光司 北海道小平養護高等学校 旭川市 ID 09:57:00

121 岩舘 里沙 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾘｻ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 愛別町 ID 09:57:30

122 中島 颯音 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｻﾞﾈ 北海道美深高等養護学校あいべつ校 愛別町 ID 09:58:00

123 村上 結子 ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｺ あいべつ校OBチーム 東川町 ID 09:58:30

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
タイムトライアル 【スタートリスト】 2021.12.26

hiram
テキスト ボックス
【２．スタートリストの確認】



【３．タイムスケジュール】  

 

１２／２４ 

（金） 

１１：３０ 

１２：３０ 

１４：００ 

１４：３０ 

宿舎→競技会場行 送迎バス出発 

公式練習開始  

公式練習終了  

競技会場→宿舎行 送迎バス出発 

１２／２５ 

（土） 

８：３０ 

９：３０ 

１１：３０ 

１２：００ 

１３：３０ 

１４：３０ 

１５：００ 

宿舎→競技会場行 送迎バス出発 

受付開始・コースオープン 

コースクローズ 

競技開始 スプリントレース 

公式練習開始 

公式練習終了 

競技会場→宿舎行 送迎バス出発 

１２／２６

（日） 

 ８：００ 

 ８：３０ 

（９：４５） 

１０：２０ 

１２：００ 

１２：４５ 

宿舎→競技会場行 送迎バス出発 

受付開始・コースオープン 

（クロスカントリスキーフェスタ in 旭川 開始） 

競技開始 タイムレース  

表彰式 

競技会場→宿舎行 送迎バス出発 

 

※スケジュールは変更になる可能性もありますので、公式掲示板、場内アナウンスでご確認く

ださい。 

※送迎バス所要時間は約３０分です。 

 



 

【４．注意事項】  

 

１. ビブス 

(1) 選手（ガイド含む）、関係者がコース内に立ち入る際はビブスを着用のう

え、スキー を履くこと 

(2) 選手のウォーミングアップ中はビブスを裏返しで着用のこと  

(3) 選手のビブスは 2日目ゴール後回収（1日目は各自で管理すること） 

(4) コーチ、チームスタッフがコース内に立ち入る際には、ビブスを着用のこ

と。 

(5) 関係者のビブスは競技本部へ返却すること  

 

２, コースオープン 

(1）25 日は 9:30～11:30 、26 日は 8:30～9:30 までコースオープン  

(2) コースクローズまでに選手、関係者はコース外に出ること。 

(3) 関係者は競技終了までコース内に立ち入らないこと  

(4) オープン中のワックステストは許可するが、計測機器の使用は禁止する 

(5) コースの逆走は禁止する  

 

３. コース  

(1) フィニッシュライン手前約 80m の赤旗から 2 トラックス（両サイド）3 

コリドー 

(2) コースの一部（急カーブ等）では、安全確保のためカッターを入れない箇

所あり 

 

４. スタート 

(1) スタートは，スプリントレース予選及びショートクラシカル競技は 30 秒

間隔のシングルスタート、なお初日のスプリント競技の準決勝及び決勝

はセパレートコースによる一斉スタートとする。  

(2) 視覚障がいの選手には競技役員が肩に手 を置き、離した時点がスタート 

 

５. フィニッシュ  

(1) ガイドは選手の前もしくは後ろでフィニッシュすること。 

  

６. 棄権  

(1) レース開始前の棄権は競技本部（セクレタリー）まで申し出ること 

(2) レース中の棄権は近くの競技役員に申し出ること  

 

 



 

７. 追い抜き  

(1) 追い抜く選手、および追い越される選手は妨害にならないように注意す

ること 

(2) 知的障がい（ID）の選手はバーンフライでコースを譲ることができなくて

も違反と はならないが、妨害してはならない。  

(3) 座位（シットスキー）の追い抜きは，追い抜きをかける選手がレーンを外

れ追い抜 くこと  

 

８. 介助  

(1) 知的障がい（ID）選手のはコースを間違えた場合、選手に対して指示して

もよい。ただし、事前にコースを指示することは認めない。  

(2) 選手から周回数を尋ねられても、競技役員は対応しない。 

(3) 視覚障がい選手のガイドは選手と同様に扱われる。   

(4) 全日本においては視覚障がい選手のみガイドが認められる。 

(5) フェスタにおいては申込時に申請があった場合のみ認める。 

 

９. 抗議 

 抗議は、非公式記録の掲示時刻から 15 分以内に抗議書、供託金 5,000 円

をセクレタリーへ書類で提出すること。供託金は抗議が認められた場合には

返還する。  

 

１０. 適用規則  

(1) 競技に関しては，WPNS ルールブック（WPNS Rules and Regulations 

2021_2022）及び SAJ 競技規則に準じ、必要に応じてジュリーメンバーで

協議する。  

(2) 選手の公平性を期するため、障害の程度に応じた障害クラスのパーセン

テージをもって計算タイムで競う（座位、立位（身体、視覚））。（WPNS 

Percentages List-Season 2021_2022）  

(3) 障害クラスは IPC Classification 認定選手以外は、ジュリーメンバー

協議のうえ付与する。（World Para Nordic Skiing Classification Rules 

and Regulations 2017） 

 

 

 

 


