
2022 年１月 19 日 

報道関係各位 

公益財団法人日本パラスポーツ協会 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟は、公益財団法人日本パラスポーツ協会と共催で、

「2022 ジャパンパラアルペンスキー競技大会」を 2022 年 2 月 1 日（火）から 4 日（金）

まで、長野県上田市菅平パインビークスキー場で開催します。 

本大会は、ワールドパラアルペンスキー（WPAS）のポイント獲得の対象となる大会です。当初

の計画では 3 月末に開催予定でしたが、新型コロナ感染症による影響を考慮し、日本国内でポイ

ントを獲得できる同大会の開催を北京大会前に実施することにしました。 

間際のご案内になり申し訳ありませんが、取材のご検討いただけますようお願い致します。 

（大会概要） 

■開催日  ：2022 年 2 月 1 日（火）  スーパー大回転 1 戦目 10 時～（予定） 

スーパー大回転 2 戦目 13 時～（予定）

2 月 2 日（水）  大回転 10 時～（予定）

2 月 3 日（木）  大回転 10 時～（予定） 

2 月 4 日（金） 回転   10 時～（予定）
※競技種目および開始時間は、天候によって大幅に変更になる可能性がありますので、上記は目安です。変

更等の情報は、取材申請をされた方にお送りする「LINE」でお伝えしますので、必ずご確認ください。 

※コース内での撮影を希望される方は競技開始 1 時間 30 分前よりコース内にお入りください。 

■場所   ：菅平パインビークスキー場オオマツゲレンデ 

取材を希望される報道関係者の方は 取材申請方法に則り、2022 年１月２７日（木）15 時

までに申請をお願いいたします。 

なお、別頁の新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願いを順守の上、ご来場ください

ますようお願い致します。 

※本件の取材は報道を目的とした法人、及び法人から委託を受けた方を対象としておりま 

す。報道目的以外の取材は、お断りさせていただきます。 

 

＜取材案内＞ 

Ｗorld Para Ａlpine Ｓkiing 公認 

2022 ジャパンパラアルペンスキー競技大会 

開催のご案内 
■日時：2022 年 2 月 1 日（火）スーパー大回転 1 戦目 2 戦目 

2 月 2 日（水）大回転  
2 月 3 日（木）大回転  
2 月 4 日（金）回転   

■場所：菅平パインビークスキー場 （長野県上田市）

■主催：公益財団法人日本パラスポーツ協会

■共催：特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

＜本件に関する報道関係者様からの問い合わせ先＞ 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟    担当：隅野（すみの） 

TEL : 090-1548-9671   Mail：jp-alpine-media@jps-ski.com

公益財団法人日本パラスポーツ協会 担当：黒田（080-2075-1621） 

mailto:jp-alpine-media@jps-ski.com


＜大会のポイント＞ 

新型コロナ感染症の世界的な流行が依然として収まらないなか、例年とは大きく異なるスケ

ジュールの中で、選手たちは北京パラリンピックシーズンを過ごしています。 

8‐9 月、10‐11 月、11‐12 月の３回、ヨーロッパの氷河での雪上合宿を実施し、基本

練習からスピード系種目の実践練習まで実施することができ、滑走量を確保してきました。 

一方、秋の遠征では、新型コロナウイルス感染により、強化事業への参加ができなくなった

選手やオミクロン株感染の影響により海外との往来がしづらくなる選手など、感染症は北京パ

ラリンピック本番の今シーズンにも大きな影響を与えています。 

現在、ノルウェーで開催されている世界選手権についても、一部の選手は、オミクロン株の

世界的な流行と感染リスク、帰国後の隔離期間の練習継続が不透明な状況を鑑み、出場を取り

やめ、国内での練習・調整を行うことにしました。 

また、北京パラリンピックに出場するためには、2021／2022 シーズンの少なくとも１レ 

ースに出場し、レースポイントを獲得することが出場要件になっており、今大会によって出場

要件を満たすことが、北京大会出場に必須な推薦内定選手もいます。 

ID カテゴリーの選手たちにとっては、VIRTUS 世界選手権が今年も中止になり、トレーニ

ングを継続するモチベーションの維持が難しい状況の中で、パラリンピック出場候補選手たち

と共に出場できる本大会は、トレーニングの成果を確認する大会となります。 

本大会は、北京パラリンピック直前の国内大会であり、選手たちは自身の仕上がり具合を確認

することができる貴重な大会となります。また、次世代育成選手の中には、今大会の結果によっ

て北京大会への推薦資格を得られる可能性のある選手もおり、北京パラリンピックを占う大会と

なります。 

＜主な出場選手＞ 

女子   村岡 桃佳  田中 佳子 神山 則子   

男子    森井 大輝  狩野 亮  鈴木 猛史  東海 将彦  

＊世界選手権に出場する以下の選手は、帰国後隔離期間のため参加しません。 

本堂 杏実 三澤 拓 高橋 幸平 小池 岳太

＜取材申請に関するお願い＞ 

■取材申請は全て事前申請制といたします。 

■新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、取材は、原則として下記の通りとさせていた

だきます。 

・ENG：一局（系列）あたり３台まで ※各撮影ポジション 1 台まで 

・新聞：記者一社 2 名に加え、カメラマン一社 1 名まで  

・雑誌：記者 1 名に加え、カメラマンは 1 名まで  

・デジタルメディア及びフリー団体：1 名まで 

番組企画などにより、より多人数での取材を希望される場合は、個別にご相談ください。 



■新型コロナウイルス感染症予防対策に関するお願い 

下記体温チェックシートへの登録を取材日前日に必ず行ってください。 

URL https://forms.gle/zSrsUsEAEYma3WCp9

本大会は、当連盟が定める「新型コロナウイルス感染症（Covid-19）感染予防対策ガイド

ライン第 3.1 版」に則り、感染症対策を行ったうえで開催します。 

取材案内の 別頁の「新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い」をご確認くださ

い。また、ガイドラインについても事前にご一読のうえ、ご参加くださいますよう、お願い

いたします。下記 URL よりご確認ください。 

https://jps-ski.com/wp-content/uploads/2021/12/7bc4ebfb3033c3d26a41fed44314ff0e-1.pdf

ガイドラインがアップデートされる場合があります。最新のガイドラインを事前にご確認い

ただき来場くださいますようお願いします。 

■追加予防対策に関するお願い 

本大会では、オミクロン株の感染拡大と北京パラリンピック直前時期であることを踏まえ、

取材申請される方に対して、新型コロナウイルス感染症検査の受検と陰性確認をお願いいた

します。 

取材受付の際、取材日朝に行った抗原定性検査（抗原簡易キット）での検査結果の提出を、

必要に応じてお願いすることがあります。その場合の証明は、検査した時間と陰性であるこ

とが分かれば形式は問いません。（費用は各自ご負担ください） 

■本大会では、ゴール直後にミックスゾーンおよび表彰式後の囲み取材をそれぞれ 5 分程度

予定しています。試合後の個別取材の要望はお受けできませんのでご承知おきください。 

＜取材申請方法＞ 

■取材の申請にあたっては、必ず上記内容をご確認の上、お申し込み下さい。なお申し込み 

された場合には、全ての内容にご同意いただけたものとして対応いたしますので、予めご了承

下さい。 

■取材を希望される報道関係者の方は、以下の入力フォームか、QR コードにアクセスいただき、

必要事項をご記入の上、１月 27 日（木）15 時までにお申込みをお願いいたします。 

・URL  https://forms.gle/wkVCsQz42zBtMfjf7       

※本件の取材は報道を目的とした法人、および法人から委託を受けた方を対象としております。

報道以外の目的での取材をご希望の方は、別途、企画書の御送付をお願いいたします。内容を検

討させて頂き、事務局より取材の可否についてご連絡させて頂きます。 

※本大会の取材にあたり、社会的モラルに反する行為、大会および大会関係者・競技者を侮辱す

る行為・言動をしたと主催者が判断した場合は、取材資格を取り消し、本大会で取材した作品の

公表を禁止させていただきます。予めご了承ください。 

https://forms.gle/zSrsUsEAEYma3WCp9
https://forms.gle/wkVCsQz42zBtMfjf7


＜ご取材について＞ 

■報道関係者受付

報道関係者受付の場所・時間は以下のとおりとなります。

菅平高原パインビークスキー場「センターハウス 2 階」（グランプリコース下） 

2 月 1 日（火）～4 日（金） 報道関係者受付は 8 時からを予定しております。

※センターハウス 2 階へは階段での乗降が必要となります。予めご承知おきください。

■スタートリスト、リザルト等の情報提供

大会中のメディアのみなさまへのご連絡、スタートリストおよびリザルト等の情報提供

は原則として「LINE」を使用します。最初の受付時にご登録いただきますので、

必ず報道受付にお立ち寄りいただきますようお願いします。

※LINE をご利用でない方は当日報道関係者受付にてお申し出ください。

■リフト利用について

ご取材時のリフトの利用は、指定リフト（当日ご案内）のみとなります。

利用時はメディア用ビブスの着用を係員が確認し、ご搭乗いただきます。

（リフト券の発行はしません）

搭乗時のスキー板の着用は義務付けされません。（スノーブーツ等でも可）

なお、「下り」の利用はできませんのでご注意ください。 

■駐車場について

ご取材用駐車場のご用意はありませんので、一般の駐車場をご利用ください。

競技会場最寄りの駐車場は、菅平パインビークスキー場「第一無料駐車場」です。

■宿泊先について

宿泊先についてのご相談は下記までお願いいたします。

菅平高原観光協会 0268-74-2003



別頁 

＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願い＞ 

＜新型コロナウイルス感染症予防対策に関するお願い＞ 

◆ 取材に際しての全般的な注意事項 

（１）事前に参加日の 14 日前から 検温を含む健康状況の記録を徹底していただき、取材前

日または当日取材参加前に報告してください。 

※事前の体調報告方法については、本ページ下部をご参照ください。 

※検温を含む健康状況の確認については、お仕事柄毎日実施されているかと思いますので、 

お手数ですが遡ってご確認ください。  

（2） 取材日の 朝に抗原定性検査（抗原簡易キット）にて、ウイルス陰性確認をしてくださ

い。また、陰性証明書の提出は不要ですが、検査結果を確認させていただく場合がありま

すので、提示できるようにご準備をお願いします。（形式不問） 

（３）取材 14 日前～当日に症状がある場合や平熱以上の発熱がある場合には、取材は認めら

れません。また、参加日前日時点で、新型コロナウイルス感染症患者との濃厚接触者とし

て、行政から自宅待機を要請され、健康調査が行われている場合も同様です。 

（４）個人の感染予防のためのマスク（不織布タイプ）や起床時検温用の体温計などは各自で

用意してください。マスクは鼻と口を覆うように着用してください。また、こまめな手洗

いおよびアルコール等による手指消毒を徹底してください。 

（５）取材期間中、起床時の検温を行い、体温が平熱を超えているときや体調が悪いときは、

取材を中止してください。 

◆ （再掲）体調チェックシートの入力について 

お手数ですが、取材前日にご入力ください。 

下記 URL もしくは QR コードから入力可能です。 

URL https://forms.gle/zSrsUsEAEYma3WCp9

◆競技会場エリアでは、チーム関係者、大会運営スタッフ、メディアの動線をできる限り規制

しています。関係者以外立ち入り禁止エリアへの立ち入りはご遠慮ください。 

◆大会終了後 2 週間以内に体調不良及び新型コロナウイルス感染症を発症した場合には、

速やかに日本障害者スキー連盟（03-6229-5429）までご連絡ください。 

※ご案内している内容は、今後の情勢変化によって変更の可能性があります。ご承知おき下さ

い。 

https://forms.gle/zSrsUsEAEYma3WCp9

