
 
 

 

第 25 回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会 

大会要項 

 
１．目的 

国際競技規則を適用したレベルの高い競技会を競技団体と共に開催することにより、障がい者スポーツの

認知度を上げ、並びに障がい者の広い社会参加を促進する。また、日本におけるクロスカントリースキーの競

技力向上や普及・拡大を図り、活力ある共生社会の創造に繋げていくことを目的とする。 

 

２．名称 

第 25 回全日本障害者クロスカントリースキー競技大会 

 

３．主催 

特定非営利活動法人日本障害者スキー連盟 

 

４．競技主管 

旭川スキー連盟 

 

５．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 

 

６．協賛（予定） 

イオン北海道（株）、（株）日立ソリューションズ、（株）北海道新聞社、よつ葉乳業（株）道北営業所、 

旭川東北ロータリークラブ、北海道エネルギー（株）、（株）土屋ホーム、（一社）北海道知的障がい福祉協会、

大塚製薬（株）、（福）北海道療育園労働組合・職員互助会 

 

７．大会期間 

２０２３年１月６日(金)～８日（日）  ３日間 

 

８．大会会場 

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） 

 

９．競技規則 

WPNS（世界パラノルディックスキー連盟）ノルディックスキー規則および規定に準ずる。 

 

10．競技種目（クロスカントリースキー） ※２レースともにポイント対象レース。 

＊７日、８日ともにタイムレースで、７日はクラシカルテクニック、８日はフリーテクニックとする。 

30 秒間隔のシングルスタートとする。 

＊実測タイムに障がいの程度ごとに設定された係数を掛けた計算タイムで順位を決める。 

＊７日は座位、立位を混合レース、８日は障がいのカテゴリーごとに競技を実施する。 

＊日本障害者スキー連盟会員登録および、競技登録者を対象とする。 



 
 

 

※５．０ｋｍは、積雪状況によりコースを変更する可能性があります。 

 

11．表彰 

7 日クラシカル：座位、立位（身体・視覚・聴覚）クラス混合 1 位～3 位・（知的男/女）1 位～3 位 

8 日フリー：座位クラス（男/女）、立位（身体・視覚・聴覚）クラス（男/女）、立位（知的）クラス（男/女）各 1～3 位 

 

12．スケジュール  

１／６ 

（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  

１／７ 

（土） 

８：３０ 

９：００ 

１１：００ 

１１：３０ 

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 タイムレース 

公式練習開始（フェスタ参加者との交流。30 分間程度） 

公式練習終了 

競技会場→宿舎行 送迎バス出発 

１／８ 

（日） 

 ８：００ 

 ８：３０ 

（９：３０） 

１１：００ 

１２：５０ 

１３：３０ 

宿舎→競技会場行 送迎バス出発 

受付開始・コースオープン 

（クロスカントリースキーフェスタ in 旭川 スタート） 

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 

※チームキャプテンミーティングは実施しません。詳細については、「１９ その他」に記載しています。 

※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。 

 

13．参加料（１レースにつき） 

高校生以上 ２，０００円 

中学生 １，０００円 

視覚障がい者のガイドスキーヤー １，０００円 

※参加費納入後は事業中止を除き、いかなる理由が生じても返金いたしません。 

クラス 距  離 

タイムレース / クラシカルテクニック タイムレース / フリーテクニック 

座 位 

（シットスキー） 

男子 

５．０km (2.5km×2 周） 

２．５km (2.5km×1 周） 

女子 ２．５km (2.5km×1 周） 

立 位 

（身体・視覚・聴覚） 

男子 ５．０km (2.5km×2 周） 

女子 ５．０km (2.5km×2 周） 

立 位 

（知的） 

男子 ５．０km (2.5km×2 周） ５．０km (2.5km×2 周） 

女子 ５．０km （2.5km×2 周） ５．０km (2.5km×2 周） 



 
 

 

14．申込方法 

方法①デジエントリーにて Web 申請 ⇒ https://dgent.jp/e.asp?no=2200584 
（スマートフォンをお使いの方は右の QR コードからもエントリー可能です） 

方法②デジエントリーにて電話受付 ⇒ 0466-52-5448（平日 10～17 時） 

（１） イベントナンバー 2200584 

（２） 申込み締切期日 2022 年 10 月１日（土）～11 月 19 日（土）23:59 

（期限を過ぎた申し込みは、一切受付できませんのでご承知おきください） 

（３） 問合せ先 特定非営利活動法人 日本障害者スキー連盟 事務局 

〒107-0052  東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル４階 日本財団パラスポーツサポートセンター 

電話：03-6229-5429（平日 11:00～17:00）   E-mail :  kkaentry@jps-ski.com 

※デジエントリーでのアカウント作成が必要となります。以前作成された方はそのアカウントで利用できます。 

※選手とガイドスキーヤーは、別々にデジエントリーから申込みください。 

※訂正事項発生時の連絡等のため、デジエントリーの申込み時にメールアドレスの入力をお願いいたします。 

 

15．昼食に関して 

 会場内で飲食の販売はありませんので、ホテル周辺や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。  

 

16．１/５（木）、６(金)、７（土）、８（日）の宿泊の斡旋に関して 

宿泊が必要な場合は、以下の宿舎を斡旋致しますので、上記デジエントリーにて希望の有無をお知らせく

ださい。ツイン・トリプルをご希望の方は、同室される方の氏名を必ずご記入ください。 

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。 

 

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 １１，０００円  ツイン ９，０００円  トリプル ８，５００円 

※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。 

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)。 

 

17．保険の加入について 

・参加者は、必ず各自で傷害保険に加入の上、大会にお申し込みください。 

なお、競技会場では応急処置しかできませんので、事前に医師の診断を受けるなど、自己責任において健康

と安全の確保をお願いします。 

 

18．個人情報の取扱いについて 

・主催者は、参加申込書及び本大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、本大会の参加

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。 

 

19．その他 

（１）出場選手は水分補給を十分行い、体調管理に努めて下さい。 

（２）暖をとる場所は、会場内テント、または近隣の体育館となりますのでご承知おき下さい。 

（３）最近コースを間違う選手が多くおります。各自スタート前に必ずコース図を確認して下さい。 

（４）チームキャプテンミーティング（競技に関する説明及び質疑応答）は、新型コロナウイルス感染症対策の

ため実施しません。資料は、大会 1 週間前に、日本障害者スキー連盟ＨＰでアップしますのでご確認くださ

い。質疑・応答は、６日の公開練習の時に受け付けます。ゼッケンは、大会受付において体調確認時にお

渡しします。 

 

20．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しているものを確認し、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、競技会の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１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 7 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 

エ) だるさ(倦怠感)、息苦しさ(呼吸困難) 

オ) 嘔吐や下痢がある 

カ) 嗅覚や味覚の異常 

キ) 体が重く感じる、疲れやすい等 

2. 1 の内容および 1 週間前からの体温・体調を記録した「事前チェックシート」を記入し、行事受付時に提出す

ること。事前チェックシートは印刷して行事参加初日に提出してください（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）。 

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は、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. 行事参加 2 日目以降は、「開催期間中体調チェックシート」を提出のこと（※６～８日は、会場入りする前にホ

テルまたは自宅で検温をしてから、公式練習、競技会に参加していただくようお願いします）。 

 

【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報告

すること。また、濃厚接触者の有無等についても報告すること。 

 

以上 


