
2022 年 1 月 11 日 

 

北京 2022 パラリンピック冬季競技大会  

推薦内定（第 4次）、バイパルタイト委員会招待枠推薦について 

 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

会長 椎名 茂 

 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟（会長 椎名 茂）は、「北京パラリンピック競

技大会選手推薦基本方針および推薦基準」（以下、推薦基本方針および基準）に基づき、北

京 2022 パラリンピック冬季競技大会推薦内定選手（第 4 次）およびバイパルタイト推薦選

手を以下のとおり決定し、日本パラリンピック委員会(JPC) に推薦することにいたしまし

た。 

 

＜北京 2022 パラリンピック冬季競技大会推薦内定選手（第 4次）＞ 

【スノーボード】 

男子 

氏名 クラス 選考理由 

大岩根 正隆 UL 

21/22 WPSB WORLD CUP Hochfuegen/AUT BSL #1=4 位、#2=3 位 

20/21 WPSB WORLD CUP PYHÄ/FIN SBX #1=4 位 

 

小須田 潤太 LL-1 

21/22 WPSB WORLD CUP PYHÄ/FIN SBX #1=3 位、#2=5 位    

20/21 WPSB WORLD CUP PYHÄ/FIN SBX #1=4 位   

  

田渕 伸司 LL-2 
21/22 WPSB WORLD CUP Hochfuegen/AUT BSL #1=3 位、#2=4 位

20/21 WPSB WORLD CUP PYHÄ/FIN SBX #2=6 位 

 

【アルペン】 

女子  

氏名 クラス 選考理由 

本堂 杏実 LW6-8 
ワールドカップ出場権 3種目クリア  

2022/1/3 WPAS Point list   GS 110.66 SG 23.58 

神山 則子 
LW9-2 

R2023  

ワールドカップ出場権 3種目クリア  

2022/1/3 WPAS Point list   SL 113.38 SG 163.2 

男子 

氏名 クラス 選考理 由 

小池 岳太 LW6−8 
ワールドカップ出場権 3種目クリア  

2022/1/3 WPAS Point list   GS 92.03 SG 123.19 



 

推薦内定選手は、2021/2022 シーズンに、国際パラリンピック委員会（IPC）が規定する

「2022 北京パラリンピック大会出場資格規定」の出場資格を満たす必要があります。 

また、選考要素を満たさない怖れが発生した場合（例．競技力に影響を及ぼす怪我や故障、

アンチ・ドーピング違反、インテグリティやコンプライアンス違反など）、常任理事会にて

推薦の取り消しを決定する場合があります。 

 

＜バイパルタイト委員会招待枠 推薦選手＞ 

【スノーボード】 

男子 

氏名 クラス 選考理由 

市川 貴仁 LL-2 

21/22 WPSB WORLD CUP PYHÄ/FIN SBX #2=4 位  

20/21 WPSB WORLD CUP Colere /ITA SBX #1=5 位 

＊推薦基準の第２優先順位をクリア 

 

【アルペン】 

女子 

氏名 クラス 選考理由 

原田 紀香 LW12-1 
ワールドカップ サンモリッツ大会  

大回転 2戦目 7位入賞 

 

バイパルタイト委員会招待枠推薦は、JPC を通じて IPC に対して候補選手として申請しま

す（申請期間 2022 年 1 月 10 日～2月 7日）。招待枠推薦選手の出場の可否は IPC が判断し、

NPC に対して通知されます。（2022 年 2 月 15 日予定） 

 

なお、「推薦方針および基準」に基づき、推薦内定選手の追加（第 5次：2022 年 1 月下旬）

およびバイパルタイト委員会招待枠推薦選手追加の可能性があります。 

また、日本代表選手団の決定は、当連盟からの推薦に基づき、日本パラリンピック委員会

（JPC）にて行われます。 

 

 

本件に関して推薦内定選手および強化スタッフへの直接の問い合わせ、取材申し込みはご

遠慮いただき、当連盟の問い合わせフォームにてお問合せ、ご依頼いただけますようお願い

申し上げます。 

（お問い合わせ）特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

内容に関する問い合わせ https://jps-ski.com/contact 

取材申請 https://jps-ski.com/interview 

広報担当理事 隅野 礼雄(090-1548-9671) 



 

【推薦内定選手のコメント】 

●大岩根 正隆 

北京パラリンピック出場選手推薦内定を頂き心より感謝しております。 

（スノーボードでは）日本人では初の上肢障害代表選手として、好成績が残せる様、全力で

取り組んでいきます。 

 

●小須田 潤太 

東京パラリンピックに続けて、今大会に出場出来る事を本当に嬉しく思います。多くの方の

サポートがあってここまでこれた事に、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。表彰台獲得の

目標に向けて、引き続き目の前のことに全力で取り組んでいきます。 

 

●田渕 伸司 

4 年前、平昌パラリンピックに出場出来なくて悔しい思いをしましたが、ここまで支えてく

ださった皆様と、最高のチームのおかげで夢の舞台に立つことが出来ました。 

正直、トップの選手との差はまだ感じていますが、残りの期間でしっかり練習に励めば埋ま

る差だと思っているので、大会直前までに仕上げて臨んで参りますので、最後まで応援の程、

よろしくお願いいたします。 

 

●本堂 杏実 

北京パラリンピック出場内定をいただき、大変嬉しく思います。日頃よりサポートしてくだ

さる方々への感謝の気持ちを忘れず、限られた時間を悔いのない時間にしていきたいと思い

ます。引き続き、応援のほど宜しくお願い致します。 

 

●神山 則子 

長い間目標にしていた北京パラリンピックへの推薦内定を頂き、大変光栄に思います。障害

が出始めて 25 年、ようやくここまで辿り着けました。今シーズンクラスが変更となり厳し

い道ではありますが、応援して下さる方々への感謝の気持ちを忘れず日々精進し初出場とな

る北京パラリンピックでは全力で挑んで参ります。 

 

●小池 岳太 

この度は推薦内定をいただき、誠に有難うございます。悲願のメダル獲得の目標に向けて再

びチャンスをいただけますこと、JPS 始め現場のコーチ皆様、そして日頃ご支援くださる関

係者皆様に、この場をお借りして心から御礼申し上げます。これまでの経験を生かし、ハン

グリーさ、謙虚さを忘れずに全力で挑戦して参ります。 

 

 

 

 



 

【バイパルタイト推薦選手のコメント】 

●市川 貴仁 

パイパルタイト推薦頂き、ありがとうございます。今、できることを、最大限にやり、今ま

で支えて来て頂いた、全ての人に感謝の気持ちをもちで、戦って行きたいと思います。 

大変な御時世ではありますが、このパラリンピックという舞台に置いて、少しでも皆さんに

明るい話題にできるような結果を残して来ますので、引き続き応援のほど宜しくお願い致し

ます。 

 

●原田 紀香 

今回、推薦をいただき、うれしく思います。しかしながら、まだまだ未熟さも痛感してい

る現在、複雑な気持ちでもあります。しかし、いただいたチャンス、今できることを一つ

ずつクリアし、北京パラで少しでもいい結果、そして日本の代表として、恥じない滑りが

できるよう、悔いの残らないよう頑張りたいと思います。応援よろしくお願い致します。 

 

 

  



【参考】 

 

◆IPC 割り当て国別出場枠数・バイパルタイト推薦 ※（）は推薦内定数 2022.1.11 現在 

  日本 女子 男子 バイパルタイト 

推薦 R1  

バイパルタイト 

推薦 R2・再配分 

アルペンスキー 4（4） 8（7） 推薦なし 女子 1名 

ノルディックスキー 3 (2) 4（4） 男子 1名 未定 

スノーボード ‐ 5 (5) 推薦なし 男子１名 

※バイパルタイト R2 招待枠・再配分スケジュール NPC→IPC 申請〆切 2 月 7 日回答 

 

◆第１次、第 2次、第 3次推薦内定選手 

【アルペンスキー】  女子 村岡桃佳  田中佳子 

            男子 三澤拓 東海将彦 髙橋幸平 狩野亮 森井大輝 鈴木猛史

【ノルディックスキー】女子 出来島桃子  

阿部友里香（第 3次） 

           男子 川除大輝 新田佳浩  

佐藤圭一（第 2次／バイパルタイト R1） 

森宏明 岩本啓吾（第 3次） 

【スノーボード】    男子 小栗大地 岡本圭司 

 

・出場資格規定・選考基準 

・IPC 2022 北京パラリンピック冬季大会出場資格規定（2021 年 11 月）  

https://www.paralympic.org/sites/default/files/2021-11/2021_11_23_QC_Beijing2022_v1.8.pdf  

・JPC「北京 2022 パラリンピック冬季競技大会 日本代表選手団編成方針及び選手選考基準」 

https://www.jsad.or.jp/paralympic/news/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E3%80%90%E7%B7%A8%E6%88%

90%E6%96%B9%E9%87%9D%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E9%81%B8%E6%89%8B%E9%81%B8%E8

%80%83%E5%9F%BA%E6%BA%96%E3%80%91.pdf 

・特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟  

北京パラリンピック競技大会選手推薦基本方針および推薦基準    

 https://jps-ski.com/wp-content/uploads/2021/07/601191e7a38bc7b6666c0a1f2fb0186f.pdf 

 

以上 


