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あいさつ 公益社団法人日本カーリング協会 
     会⾧ 貝森輝幸 
 

 

第 18 回日本車いすカーリング選手権大会が開催される 

にあたり、公益社団法人日本カーリング協会を代表して 

ご挨拶申し上げます。 

各ブロックを代表し出場されますチームの皆様には 

心より賛辞を送ります。優勝を目指して日頃鍛錬され 

ました力と技を十分に発揮されます事を期待致します。 

 

東京パラリンピック、北京冬季パラリンピックでは、 

さまざまなパラスポーツとそれに取り組む選手達の真摯な姿、また競技を支えるス

タッフ、そして障がいによる様々な違いや障壁を越えるための競技ルールや大会の

運営に大きな注目が集まりました。車いすカーリングをはじめとする障がい者スポ

ーツは、国連の「持続可能な開発目標」に掲げられている「全ての人に健康と福祉

を」の目標へ、我々の社会を近づけるための重要な活動と位置付けることができま

す。新型コロナウィルスの感染が未だ収束を見せない困難な状況ではありますが、

本会の定める感染拡大防止ガイドラインに沿った競技運営対策を行予定通りの開

催に至ることができました。競技大会を開催する機会を頂けたことに感謝し、選手

の皆様が溌溂とプレーする様子が多くの人々に励ましと勇気を与えることを期待

しております。 

 

本大会の開催にあたり、ご協力をいただきます稚内市、大会運営にご尽力下さいま

す稚内カーリング協会、道北ブロックカーリング協議会、北海道カーリング協会、

全ての関係各位に深く感謝申し上げ、ご挨拶の言葉とさせて頂きます。 

 

 



あいさつ 稚内市長 工藤広 
 
「第 18 回日本車いすカーリング選手権」が、稚内市において盛大に開催されますことをお

喜び申し上げます。 
また、お集まりの選手及び役員の皆さまを稚内市民とともに心から歓迎いたします。 
令和２年５月に通年でカーリングが利用できる複合型スポーツ施設「稚内市みどりスポー

ツパーク」が完成し、市民を始め、日本全国のカーリング選手に合宿などでご利用いただい

ており、本市の地域活性化を担う重要な施設の一つとして動き始めました。 
そうした中、北京冬季オリンピック・パラリンピックがテレビ放映され、カーリング競技へ

の関心が大変高まっているところ、本大会を開催出来ますことを心から嬉しく存じます。 
さて、新型コロナウイルスが未だ全国各地で猛威を振るっており、選手、そして、運営に携

わる皆さまにとって様々な制限を強いられることが多く、大変なご心労のことと拝察いた

します。しかしながら、このような厳しい状況であるからこそチームの結束はより強いもの

になるものであり、ぜひとも選手の皆さまにおかれましては、これまでの練習の成果を存分

に発揮され、氷上のチェスと呼ばれる熱い駆け引きを披露いただき、大会を大いに盛り上げ

ていただければと期待しております。 
結びとなりますが、本大会の開催に向けてご尽力いただきました大会役員並びに関係者の

皆さまに深く敬意を表しますとともに、本大会の成功と参加者皆様のご健闘をご祈念申し

上げ、あいさつとさせていただきます。 

 

 

 

 

あいさつ 一般社団法人日本車いすカーリング協会 竹村鮎子 

 

第 18回日本車いすカーリング選手権が開催されるに際し、 

僭越ではありますが、一般社団法人日本車いすカーリング 

協会を代表してご挨拶申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症によって、多くの大会が中止を 

余儀なくされている中、本大会が無事に開催できたこと、非常 

にうれしく思っております。 

また、各ブロック選手権が開催できないなど、困難な状況が続く 

中、本大会に向けて、たゆまぬ努力を続けてこられたチーム関係 

者の皆様に心からの敬意を表します。 

 東京パラリンピックや、先日閉幕した北京パラリンピックが 

テレビ中継されるなど、近年、パラスポーツへの関心は非常に高くなっています。日本チー

ムは、北京パラリンピックへの出場は叶いませんでした。しかし、本大会が、ミラノ・コル

ティナ、そして現在、招致活動を行っている 2030 年の札幌パラリンピックへ続く道の、確

かな一歩になるでしょう。選手の皆様には、日ごろの鍛錬の成果が存分に発揮できますこと、

期待しています。 

 最後になりますが、本大会開催にあたり、ご尽力を頂いた公益社団法人日本カーリング協

会、稚内市、北海道カーリング協会をはじめとする関係各位に、心より御礼申し上げて、ご

挨拶の言葉とさせていただきます 



大会事務局

大会概要

※LSDは各チーム２投とする（時計回り・反時計回りを別の選手が投げる）

表　彰 優勝チームには優勝杯を授与し、3位まで表彰する

競技方法 予選：5チームによるラウンドロビン方式

プレーオフ：予選上位チームによる準決勝、決勝

※予選リーグ・決勝トーナメントともに8エンドとする

（一社）日本車いすカーリング協会にて選抜若しくは推薦されたチームであること。

道北ブロックカーリング協議会

日　程 4月15日（金）公式練習 　予選リーグ

4月16日（土）予選リーグ

4月17日（日）準決勝　決勝戦　表彰式

会　場 稚内市みどりスポーツパーク

 北海道稚内市緑３丁目１４番１号      Tel  0162-73-4125

参加チーム 5チーム（北海道ブロック3チーム　本州ブロック2チーム）

参加資格 本年度の（公社）日本カーリング協会競技者登録をしている選手のみで編成され、

協　力 北海道カーリング協会、特定非営利活動法人稚内カーリング協会 

主　催 公益社団法人　日本カーリング協会

共　催 一般社団法人　日本車いすカーリング協会

主　管 （公社）日本カーリング協会競技委員会

第18回日本車いすカーリング選手権大会実行委員会

後　援 稚内市　稚内市教育委員会　一般財団法人稚内市スポーツ協会

協　賛 大塚製薬株式会社   トップスタージャパン株式会社

事務局

第18回日本車いすカーリング選手権大会事務局

特定非営利活動法人稚内カーリング協会

〒097-8686

北海道稚内市中央３丁目１３番１５号　稚内市役所内

TEL  0162-23-6521  FAX　0162-22-7913

E-mail  wakkanai-curling@outlook.jp

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内

TEL090-9268-3148　FAX03-6229-5420

E-mal jwc@jwca-est-2017.org

（一社）日本車いすカーリング協会（事務局長 金子恵美）

〒107-0052

〒160-0013

（公社）日本カーリング協会（事務局長 小高正嗣）

ジャパンスポーツオリンピックスクエア504

東京都新宿区霞ヶ丘町4-2

TEL03-5843-0371　FAX03-5843-0372

E-mal info@curling.or.jp



名誉大会長 工藤 広 稚内市長

大会参与 岡本 雄輔 稚内市議会議長

表 純一 稚内市教育長

岡谷 繁勝 （一財）稚内市スポーツ協会長

大会会長 貝森 輝幸 公益社団法人日本カーリング協会 会長

大会副会長 松平 斉之 公益社団法人日本カーリング協会 副会長

〃 竹村 鮎子 一般社団法人日本車いすカーリング協会 会長

〃 小野 丘 北海道カーリング協会　副会長兼専務理事

実行委員長 酒巻 智 公益社団法人日本カーリング協会 副会長 兼 専務理事

副実行委員長 富田 伸司 （特非）稚内カーリング協会　会長

德川 康久 一般社団法人日本車いすカーリング協会 副会長

樋口 和喜 一般社団法人日本車いすカーリング協会 副会長

実行委員 早坂 裕二 （特非）稚内カーリング協会　副会長

國枝 保幸 （特非）稚内カーリング協会　副会長

競技委員長 清水 淳一郎 公益社団法人日本カーリング協会 競技委員長

副競技委員長 中田 勇司 公益社団法人日本カーリング協会 副競技委員長

北口 信彦 公益社団法人日本カーリング協会 副競技委員長

審判長 久保田 正平 公益社団法人日本カーリング協会 A級審判員

副審判長 多田 国康 公益社団法人日本カーリング協会 A級審判員

チーフアイスメーカー 飯田 俊哉 （特非）稚内カーリング協会

アイスメーカー

事務局長 小高 正嗣 公益社団法人日本カーリング協会 事務局長

大会事務局長 亀谷 祥史 （特非）稚内カーリング協会　事務局長

大会事務局次長 金子 恵美 一般社団法人日本車いすカーリング協会 事務局長

大会役員・実行委員会

大会役員

大会運営スタッフ

 　 稚内市みどりスポーツパークスタッフ



day Time No. sheetA sheetB sheetC

8:45-11:20

11:30-12:10

13：00－１3：30

北見フリーグス 札幌アイズアップ

チーム長野 札幌ブレイブス

１7：0０－１7：3０

チーム山梨 チーム長野

北見フリーグス 札幌アイズアップ

8：3０－9：0０

札幌アイズアップ 札幌ブレイブス

北見フリーグス チーム山梨

１2：3０－１３：0０

チーム長野 北見フリーグス

チーム山梨 札幌ブレイブス

１6：3０－１７：0０

チーム山梨 札幌ブレイブス

札幌アイズアップ チーム長野

8：4０－9：0０

9：0０－１1：3０ 3位決定戦

１2：4０－１３：0０

１3：0０－１5：3０ 決勝戦

競技終了後

大会スケジュール

15日
[金]

公式練習

チームミーティング／開会式

競技1

競技１試合前練習

１3：3０－１6：0０

競技2

競技2試合前練習

１7：3０－20：0０

16日
[土]

競技３

9：0０－１1：3０

競技4

１３：0０－１5：3０

競技5

※予選各試合、上段記載チームが「先練習・ストーン赤」を使用します

※試合前練習は、8分間行いその後速やかにLSDを行ってください。

競技5試合前練習

競技4試合前練習

競技3試合前練習

１７：0０－19：3０

17日
[日]

競技6

競技6試合前練習

競技7

競技7試合前練習

表彰式・閉会式



北見フリーグス

チーム名

札幌ブレイブス

チーム山梨

勝 負

チーム長野

札幌アイズアップ

順位 DSC

予選
3位

予選リーグ・プレーオフトーナメント

優勝

準優勝

第3位

予選
1位

予選
2位

北見 長野 札幌ア 札幌ブ 山梨



出場チーム
本州ブロック

チーム長野 チーム山梨

斉藤あや子　飯島秀一　岩澤代志子

北海道ブロック

北見フリーグス 札幌アイズアップ

大野美紀　　岡崎隆

大崎浩明　安杖直人　C土屋彰 小澤秀敏　　早川雅喜

岩田勉　松田華奈　C小林勉

坂田谷隆　　柏原一大 本間篤史　　加藤義隆

坂口陽子　　菊地浩二

高橋宏美　　赤澤翼

戸田雄也　金子嵩　C五十嵐衿子

札幌ブレイブス



第17回大会 2021.5.21-23　軽井沢アイスパーク（長野県）

チーム長野（長野県）　　　 和智浩/斉藤あや子/岩澤代志子/大崎浩明/安杖直人

歴代優勝チーム

青森チェア（青森県）　　　 　畑山勇/松橋春雄/赤坂晃雪/畑山けい子/岡崎隆

第16回大会 2020.5.22-24　軽井沢アイスパーク（長野県）

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い大会中止

第14回大会 2018.5.25-28 新潟アサヒアレックスアイスアリーナ（新潟県）

チーム長野（長野県）　　　 和智浩/市川勝男/飯島秀一/斉藤あや子/大崎浩明

第15回大会 2019.5.24-26　みちぎんドリームスタジアム（青森県）

北見フリーグス（北海道） 　　　　　　坂田谷隆/柏原一大/岩田勉/松田華奈

第12回大会 2016.5.20-22　みちぎんドリームスタジアム（青森県）

北見フリーグス（北海道） 　　　　　　坂田谷隆/柏原一大/岩田勉/松田華奈

第13回大会 2017.5.26-28　どうぎんドリームスタジアム（北海道）

北見フリーグス（北海道） 　　　　　　坂田谷隆/柏原一大/岩田勉/松田華奈

第10回大会 2014.3.21-23　どうぎんカーリングスタジアム（北海道）

青森チェア（青森県）　　 畑山勇/松橋春雄/竹越美津代/赤坂晃雪/畑山けい子

第11回大会 2015.3.27-29　軽井沢アイスパーク（長野県）

信州チェアカーリングクラブ（長野県） 飯島秀一/市川勝男/比田井隆/和智浩/斉藤あや子

第6回大会 2010.4.9-11　札幌市美香保体育館（北海道）

信州チェアカーリングクラブ（長野県） 中島洋治/市川勝男/比田井隆/斉藤あや子

第7回大会 2011.3.18-19 岩手県立県北青少年の家スケートリンク（岩手県）

東日本大震災の影響により大会中止

第8回大会 2012.3.23-25 岩手県立県北青少年の家スケートリンク（岩手県）

信州チェアカーリングクラブ（長野県） 市川勝男/飯島秀一/比田井隆/斉藤あや子/和智浩

第9回大会 2013.3.15-17 岩手県立県北青少年の家スケートリンク（岩手県）

第１回大会 2004.11.23　カーリングホールみよた（長野県）

信州チェアカーリングクラブ（長野県） 中島洋治/市川勝男/比田井隆/斉藤あや子/内海透

信州チェアカーリングクラブ（長野県） 中島洋治/市川勝男/比田井隆/斉藤あや子

第2回大会 2006.4.1-2　カーリングホールみよた（長野県）

信州チェアカーリングクラブ（長野県） 中島洋治/市川勝男/比田井隆/斉藤あや子/内海透

第3回大会 2007.3.31-4.1　カーリングホールみよた（長野県）

チーム中島（長野県）　　　 中島洋治/市川勝男/比田井隆/斉藤あや子/内田清司

第4回大会 2008.3.29-30　スカップ軽井沢（長野県）

チーム中島（長野県） 　　　中島洋治/市川勝男/比田井隆/斉藤あや子/内田清司

第5回大会 2009.3.28-29　青森市スポーツ会館（青森県）



  





 

 

 

 

 

 


